
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,176.6 太田薬局 〒230-0047 （後発調１）第4122号      平成29年 4月 1日
     鶴薬176 横浜市鶴見区下野谷町３－８８
     045-501-2004  (045-501-2022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,177.4 藤本一進堂薬局 〒230-0012 （後発調１）第2341号      平成28年 4月 1日
     鶴薬177 横浜市鶴見区下末吉１－５－１０
     045-571-3030  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3010,185.7 セントラル薬局 〒230-0047 （後発調１）第2342号      平成28年 4月 1日
     鶴薬185 横浜市鶴見区下野谷町４－１７７
     045-511-2212  (045-511-1882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4014,008.7 かもめ薬局 〒230-0062 （後発調１）第3521号      平成28年 7月 1日
     鶴薬4008 横浜市鶴見区豊岡町１８－９エミ
     ネンス日建ビル１０３
     045-571-7082  (045-586-0508)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5014,010.3 さとう薬局 〒230-0051 （後発調１）第2513号      平成28年 4月 1日
     鶴薬4010 横浜市鶴見区鶴見中央１－１５－
     １４アンリ壱番館１Ｆ
     045-503-6773  (045-503-2279)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6014,021.0 ハーモニー薬局 〒230-0061 （後発調１）第3748号      平成28年 8月 1日
     鶴薬4021 横浜市鶴見区佃野町２３－１７
     045-573-1378  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7014,022.8 カメイ調剤ハート薬局〒230-0076 （後発調１）第4468号      平成30年 2月 1日
     鶴薬4022 横浜市鶴見区馬場４－４０－１３
     045-585-2500  (045-581-8631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8014,025.1 ヨコハマ調剤薬局 〒230-0001 （後発調１）第4146号      平成29年 3月 1日
     鶴薬4025 横浜市鶴見区矢向２－１７－８
     045-581-9300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9014,028.5 オレンジ薬局　下末吉〒230-0012 （後発調１）第4374号      平成29年10月 1日
     鶴薬4028 店 横浜市鶴見区下末吉６－３－２５
     045-716-9407  (045-716-9408)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10014,030.1 すずらん薬局 〒230-0017 （後発調１）第4428号      平成29年12月 1日
     鶴薬4030 横浜市鶴見区東寺尾中台１２－１
     ２
     045-570-0534  (045-570-3423)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11018,193.3 子安調剤薬局 〒230-0051 （後発調１）第4379号      平成29年11月 1日
     鶴薬193 横浜市鶴見区鶴見中央４－２－２
     ＭＹビル
     045-511-1251  (045-511-1252)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   12018,195.8 ニコニコ薬局 〒230-0076 （後発調１）第2514号      平成28年 4月 1日
     鶴薬195 横浜市鶴見区馬場１－６－３２荒
     井ビル１Ｆ
     045-573-4840  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13018,198.2 有限会社　タムラ薬局〒230-0052 （後発調１）第2515号      平成28年 4月 1日
     鶴薬198 横浜市鶴見区生麦５－１－４
     045-501-9327  (045-501-9329)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14018,210.5 テラオ薬局 〒230-0077 （後発調１）第3387号      平成28年 6月 1日
     鶴薬210 横浜市鶴見区東寺尾６－３６－９
     045-581-2594  (045-581-2639)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15018,211.3 サンアイ薬局東寺尾店〒230-0077 （後発調１）第2188号      平成28年 4月 1日
     鶴薬211 横浜市鶴見区東寺尾５－６－１１
     045-585-9050  (045-585-9313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16018,223.8 ウイン調剤薬局東寺尾〒230-0017 （後発調１）第4123号      平成29年 4月 1日
     鶴薬223 店 横浜市鶴見区東寺尾中台３３－１
     ２
     045-580-0731  (045-580-0732)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17018,232.9 ツルミ薬局 〒230-0051 （後発調１）第3625号      平成28年 8月 1日
     鶴薬232 横浜市鶴見区鶴見中央１－４－１
     045-501-2264  (045-501-2264)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18018,238.6 中川薬局　鶴見市場店〒230-0025 （後発調１）第2958号      平成28年 4月 1日
     鶴薬238 横浜市鶴見区市場大和町４－２２
     045-508-5131  (045-508-5132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19018,256.8 田辺薬局　総持寺前店〒230-0062 （後発調１）第2962号      平成28年 4月 1日
     鶴薬256 横浜市鶴見区豊岡町４－１６
     045-580-1832  (045-580-1833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20018,261.8 望星鶴見薬局 〒230-0012 （後発調１）第2727号      平成28年 4月 1日
     鶴薬261 横浜市鶴見区下末吉３－５－１５
     045-570-4193  (045-570-6262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21018,265.9 日本調剤　東中町薬局〒230-0022 （後発調１）第4305号      平成29年 9月 1日
     鶴薬265 横浜市鶴見区市場東中町８－７
     045-508-5706  (045-508-5715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22018,267.5 フィットケアエクスプ〒230-0062 （後発調１）第3649号      平成28年 8月 1日
     鶴薬267 レス　鶴見西口店薬局横浜市鶴見区豊岡町７－１２
     045-583-2022  (045-583-2023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   23018,279.0 なの花薬局鶴見店 〒230-0051 （後発調１）第2967号      平成28年 4月 1日
     鶴薬279 横浜市鶴見区鶴見中央３－１０
     045-508-2777  (045-508-2888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24018,281.6 イムノファーマシー鶴〒230-0025 （後発調１）第4091号      平成29年 4月 1日
     鶴薬281 見分店薬局 横浜市鶴見区市場大和町５－２４
     045-521-2228  (045-521-2224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25018,283.2 イムノファーマシー鶴〒230-0051 （後発調１）第3712号      平成28年 9月 1日
     鶴薬283 見駅前店薬局 横浜市鶴見区鶴見中央４－１４－
     ６
     045-506-1609  (045-506-0614)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26018,284.0 汐見橋薬局 〒230-0048 （後発調１）第3524号      平成28年 7月 1日
     鶴薬284 横浜市鶴見区本町通１－６
     045-501-7882  (045-501-4566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27018,296.4 鶴見駅前薬局 〒230-0051 （後発調１）第4092号      平成29年 4月 1日
     鶴薬296 横浜市鶴見区鶴見中央１－２－４
     ＧＳプラザ鶴見駅前２Ｆ
     045-510-3778  (045-510-3768)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28018,298.0 ベル薬局 〒230-0051 （後発調１）第2971号      平成28年 4月 1日
     鶴薬298 横浜市鶴見区鶴見中央５－３－８
     シェフルール鶴見中央１０１
     045-502-5762  (045-502-5762)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29020,099.8 ひかり薬局　西口店 〒221-0835 （後発調１）第3845号      平成28年11月 1日
     神薬99 横浜市神奈川区鶴屋町２－２２－
     ３
     045-311-4786  (045-311-4976)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30020,100.4 三ツ沢調剤薬局 〒221-0851 （後発調１）第2190号      平成28年 4月 1日
     神薬100 横浜市神奈川区三ツ沢中町８－４
     045-324-2391  (045-324-2392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31020,115.2 若草薬局 〒221-0002 （後発調１）第4149号      平成29年 5月 1日
     神薬115 横浜市神奈川区大口通１３５－１
     ５
     045-431-4711  (045-642-7666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32020,132.7 葵調剤反町駅前店 〒221-0825 （後発調１）第2972号      平成28年 4月 1日
     神薬132 横浜市神奈川区反町３－１８－４
     045-322-6688  (045-322-6688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   33024,004.4 ひばり薬局東神奈川西〒221-0822 （後発調１）第2519号      平成28年 4月 1日
     神薬4004 口店 横浜市神奈川区西神奈川１－８－
     ５
     045-594-6996  (045-594-6985)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34024,013.5 慶成薬局 〒221-0822 （後発調１）第3985号      平成29年 2月 1日
     神薬4013 横浜市神奈川区西神奈川１－２０
     －５
     045-434-1139  (045-434-5963)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35024,014.3 白楽ライフ薬局 〒221-0076 （後発調１）第3419号      平成28年 6月 1日
     神薬4014 横浜市神奈川区白幡町２－１７
     045-402-4500  (045-402-4590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36024,020.0 阪神調剤薬局　横浜駅〒221-0835 （後発調１）第4433号      平成30年 1月 1日
     神薬4020 前店 横浜市神奈川区鶴屋町３－３１－
     １　鶴屋町ビル１Ｆ
     045-311-5016  (045-311-5127)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37024,021.8 ハックドラッグ新子安〒221-0013 （後発調１）第4403号      平成29年12月 1日
     神薬4021 薬局 横浜市神奈川区新子安１－２－４
     045-438-0557  (045-438-0558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38024,023.4 ハックドラッグ新子安〒221-0013 （後発調１）第4151号      平成29年 5月 1日
     神薬4023 調剤薬局 横浜市神奈川区新子安１－２－４
     　オルトヨコハマビジネスセンタ
     ー１Ｆ
     045-439-0189  (045-439-0190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39024,027.5 かもめ薬局 〒221-0021 （後発調１）第4306号      平成29年 9月 1日
     神薬4027 横浜市神奈川区子安通２－２８３
     －２２
     045-440-1976  (045-440-1973)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40028,144.4 しんまち薬局 〒221-0042 （後発調１）第2522号      平成28年 4月 1日
     神薬144 横浜市神奈川区浦島町７－１
     045-461-0494  (045-461-0632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41028,199.8 カトレア薬局 〒221-0802 （後発調１）第3650号      平成28年 8月 1日
     神薬199 横浜市神奈川区六角橋１－４－３
     045-432-1102  (045-432-1108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42028,200.4 反町調剤薬局 〒221-0825 （後発調１）第2136号      平成28年 4月 1日
     神薬200 横浜市神奈川区反町３－２２－２
     －１０２
     045-324-6366  (045-324-2765)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   43028,205.3 ビタミンファーマシー〒221-0002 （後発調１）第4150号      平成29年 5月 1日
     神薬205 大口薬局 横浜市神奈川区大口通６－１
     045-401-5588  (045-401-5588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44028,213.7 アイテル薬局　横浜西〒221-0835 （後発調１）第2976号      平成28年 4月 1日
     神薬213 口店 横浜市神奈川区鶴屋町３－２８－
     ３　松原ビル１階
     045-316-1087  (045-316-1088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45028,216.0 ウイン調剤薬局　白楽〒221-0822 （後発調１）第2259号      平成28年 4月 1日
     神薬216 店 横浜市神奈川区西神奈川３－５－
     １－１０６
     045-479-2321  (045-479-2325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46028,221.0 スギ薬局　大口店 〒221-0015 （後発調１）第3847号      平成28年11月 1日
     神薬221 横浜市神奈川区神之木町７－５　
     ライフ大口店２Ｆ
     045-439-3651  (045-421-1277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47028,223.6 陽月堂薬局 〒221-0802 （後発調１）第2732号      平成28年 4月 1日
     神薬223 横浜市神奈川区六角橋１－６－１
     ４
     045-432-1515  (045-432-1300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48028,229.3 飯田薬局　泉町店 〒221-0842 （後発調１）第3652号      平成28年 8月 1日
     神薬229 横浜市神奈川区泉町６－６　高須
     ビル１Ｆ
     045-548-6603  (045-548-6604)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49028,230.1 ホケン薬局 〒221-0002 （後発調１）第3653号      平成28年 8月 1日
     神薬230 横浜市神奈川区大口通５６－６
     045-421-5512  (045-421-5523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50028,231.9 イオン薬局　東神奈川〒221-0821 （後発調１）第3889号      平成28年12月 1日
     神薬231 店 横浜市神奈川区富家町１　イオン
     東神奈川店１Ｆ
     045-439-4113  (045-439-4116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51028,237.6 みらい薬局　横浜店 〒221-0835 （後発調１）第4124号      平成29年 4月 1日
     神薬237 横浜市神奈川区鶴屋町３－３５－
     ９第２伊藤ビル１Ｆ
     045-620-4175  (045-620-4176)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52028,239.2 日本調剤　鶴屋町薬局〒221-0835 （後発調１）第2978号      平成28年 4月 1日
     神薬239 横浜市神奈川区鶴屋町２－２５－
     １横浜ＹＳ西口ビル１Ｆ
     045-317-5161  (045-317-5162)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   53028,248.3 ウイン調剤薬局　反町〒221-0832 （後発調１）第2260号      平成28年 4月 1日
     神薬248 店 横浜市神奈川区桐畑８－７ベルハ
     ウス桐畑１０２
     045-534-9271  (045-534-9273)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54030,057.4 有限会社　ヒラテ薬局〒220-0041 （後発調１）第2261号      平成28年 4月 1日
     西薬57 横浜市西区戸部本町５０－２３
     045-322-5961  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55030,063.2 株式会社　五番街ファ〒220-0005 （後発調１）第3293号      平成28年 5月 1日
     西薬63 ーマシー 横浜市西区南幸１－５－２４　新
     相鉄ビル
     045-314-7891  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56030,086.3 株式会社　秋本薬局横〒220-0005 （後発調１）第3770号      平成28年10月 1日
     西薬86 浜西口店 横浜市西区南幸２－１７－５西口
     第二甘糟ビルディング１Ｆ
     045-316-0210  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57030,088.9 平成調剤薬局 〒220-0063 （後発調１）第3749号      平成28年10月 1日
     西薬88 横浜市西区元久保町８－８
     045-231-7204  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58030,091.3 有限会社　博仁堂薬局〒220-0042 （後発調１）第2262号      平成28年 4月 1日
     西薬91 横浜市西区戸部町７－２４１
     045-321-3739  (045-321-3739)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59030,099.6 有限会社　西薬局 〒220-0023 （後発調１）第2981号      平成28年 4月 1日
     西薬99 横浜市西区平沼１－３３－９
     045-313-2430  (045-313-9790)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60030,113.5 田辺薬局　横浜平沼店〒220-0023 （後発調１）第3294号      平成28年 5月 1日
     西薬113 横浜市西区平沼２－７－１４
     045-323-1739  (045-323-1639)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61034,002.6 グリーン薬局 〒220-0023 （後発調１）第3715号      平成28年 9月 1日
     西薬4002 横浜市西区平沼１－２－１２アマ
     ックス横浜１Ｆ
     045-316-5295  (045-316-5395)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62034,003.4 あやめ薬局 〒220-0011 （後発調１）第2734号      平成28年 4月 1日
     西薬4003 横浜市西区高島２－１０－３２岡
     村ビル１Ｆ
     045-620-2577  (045-620-2507)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   63034,006.7 加藤薬局　横浜駅西口〒220-0004 （後発調１）第3420号      平成28年 6月 1日
     西薬4006 店 横浜市西区北幸１－２－１３横浜
     西共同ビル４Ｆ
     045-548-5118  (045-548-5280)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64038,115.2 くすりのハッピー幸薬〒220-0045 （後発調１）第3654号      平成28年 8月 1日
     西薬115 局 横浜市西区伊勢町１－７３
     045-243-4013  (045-243-4013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65038,119.4 ひかり薬局戸部店 〒220-0042 （後発調１）第4308号      平成29年 9月 1日
     西薬119 横浜市西区戸部町５－１９０
     045-250-3360  (045-250-3361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66038,124.4 横浜西口薬局ＫＳ店 〒220-0004 （後発調１）第3771号      平成28年10月 1日
     西薬124 横浜市西区北幸１－１１－５相鉄
     ＫＳビル４Ｆ
     045-290-0816  (045-290-0817)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67038,128.5 さくら薬局 〒220-0011 （後発調１）第3848号      平成28年11月 1日
     西薬128 横浜市西区高島２－５－１２横浜
     ＤＫビル１Ｆ
     045-441-5440  (045-441-5439)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68038,133.5 秋本薬局横浜西口２号〒220-0005 （後発調１）第3526号      平成28年 7月 1日
     西薬133 店 横浜市西区南幸２－２０－１２
     045-312-1260  (045-324-1640)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69038,135.0 日本調剤　ＭＭパーク〒220-0012 （後発調１）第3527号      平成28年 7月 1日
     西薬135 薬局 横浜市西区みなとみらい３－６
     045-227-3777  (045-641-2353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70038,146.7 藤棚調剤薬局 〒220-0053 （後発調１）第3295号      平成28年 5月 1日
     西薬146 横浜市西区藤棚町１－６７
     045-242-6737  (045-308-6033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71040,008.5 有限会社　諸貫薬局 〒231-0045 （後発調１）第4380号      平成29年11月 1日
     中区薬8 横浜市中区伊勢佐木町４－１１６
     045-251-3812  (045-241-1771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72040,017.6 加藤回陽堂薬局 〒231-0045 （後発調１）第2530号      平成28年 4月 1日
     中区薬17 横浜市中区伊勢佐木町２－８７
     045-261-0073  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73040,020.0 株式会社　石田薬局 〒231-0802 （後発調１）第2737号      平成28年 4月 1日
     中区薬20 横浜市中区小港町３－１７６
     045-622-7290  (045-625-3838)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   74040,120.8 加藤回陽堂薬局　蓬莱〒231-0048 （後発調１）第2531号      平成28年 4月 1日
     中区薬120 町店 横浜市中区蓬莱町２－３－２ウエ
     ダビル１Ｆ
     045-252-6891  (045-252-6891)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75040,133.1 カシワバ薬局 〒231-0866 （後発調１）第2983号      平成28年 4月 1日
     中区薬133 横浜市中区柏葉３３
     045-641-5413  (045-662-9814)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76040,144.8 有限会社　並木薬局 〒231-0824 （後発調１）第2984号      平成28年 4月 1日
     中区薬144 横浜市中区本牧三之谷４－２７
     045-621-0071  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77040,154.7 調剤薬局マイファーマ〒231-0851 （後発調１）第2347号      平成28年 4月 1日
     中区薬154 シー 横浜市中区山元町３－１４５
     045-662-8731  (045-662-9078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78044,000.8 なの花薬局横浜本郷町〒231-0843 （後発調１）第2986号      平成28年 4月 1日
     中区薬4000 店 横浜市中区本郷町２－４５－３
     045-319-4161  (045-319-4162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79044,016.4 平安堂薬局馬車道本店〒231-0012 （後発調１）第3937号      平成29年 1月 1日
     中区薬4016 横浜市中区相生町５－８９－２　
     １・２Ｆ
     045-681-3232  (045-681-3428)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80044,021.4 グリーン薬局 〒231-0025 （後発調１）第3830号      平成28年10月 1日
     中区薬4021 横浜市中区松影町２－７－１
     045-263-6900  (045-306-6671)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81044,023.0 薬樹薬局　いせざき町〒231-0045 （後発調１）第4043号      平成29年 1月 1日
     中区薬4023 横浜市中区伊勢佐木町５－１２９
     －１４　ストーク伊勢佐木七番館
     　１Ｆ
     045-252-0447  (045-252-0449)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82044,032.1 こえだ薬局 〒231-0028 （後発調１）第4517号      平成30年 2月 1日
     中区薬4032 横浜市中区翁町１－１－１　ロイ
     ヤル関内１Ｆ
     045-222-7494  (045-222-7495)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83048,181.2 平安堂薬局桜木町店 〒231-0063 （後発調１）第2741号      平成28年 4月 1日
     中区薬181 横浜市中区花咲町１－５
     045-252-8155  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   84048,183.8 株式会社　石田薬局本〒231-0806 （後発調１）第2742号      平成28年 4月 1日
     中区薬183 牧店 横浜市中区本牧町２－３６４
     045-622-3303  (045-622-3303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85048,208.3 ながもち薬局 〒231-0827 （後発調１）第3297号      平成28年 5月 1日
     中区薬208 横浜市中区本牧和田１２－２２　
     045-621-9199  (045-624-3404)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86048,212.5 しおさい薬局 〒231-0005 （後発調１）第3529号      平成28年 7月 1日
     中区薬212 横浜市中区本町３－２４－３
     045-662-8193  (045-662-8193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87048,217.4 桂元堂薬局　石川町店〒231-0868 （後発調１）第2137号      平成28年 4月 1日
     中区薬217 横浜市中区石川町１－１１
     045-663-5376  (045-663-5376)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88048,221.6 阪神調剤薬局　横浜新〒231-0801 （後発調１）第4125号      平成29年 4月 1日
     中区薬221 山下店 横浜市中区新山下３－１３－２２
     045-629-0588  (045-629-0589)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89048,234.9 スマイル薬局 〒231-0015 （後発調１）第2988号      平成28年 4月 1日
     中区薬234 横浜市中区尾上町５－７３馬車道
     ビル２Ｆ
     045-212-5775  (045-212-5775)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90048,235.6 セブンス薬局　桜木町〒231-0064 （後発調１）第3422号      平成28年 6月 1日
     中区薬235 店 横浜市中区野毛町３－１６０－４
     　ちぇるる野毛２Ｆ
     045-250-5707  (045-250-5787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91048,237.2 なの花薬局ゆき店 〒231-0036 （後発調１）第3530号      平成28年 7月 1日
     中区薬237 横浜市中区山田町８－１フロール
     山田町第３－１０２
     045-250-5311  (045-250-5319)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92048,239.8 相生スマイル薬局 〒231-0012 （後発調１）第4264号      平成29年 8月 1日
     中区薬239 横浜市中区相生町２－２７宇田川
     ビル１Ｆ
     045-681-9129  (045-681-3778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93048,240.6 本牧中央薬局 〒231-0821 （後発調１）第3986号      平成29年 2月 1日
     中区薬240 横浜市中区本牧原１－４
     045-628-3721  (045-628-3722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   94048,247.1 薬局ケーアイファーマ〒231-8331 （後発調１）第4152号      平成29年 5月 1日
     中区薬247 シーみなとみらい 横浜市中区桜木町１－１－７コレ
     ットマーレ３Ｆ
     045-263-8513  (045-263-8514)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95048,248.9 だるま薬局　大和町本〒231-0846 （後発調１）第2746号      平成28年 4月 1日
     中区薬248 店 横浜市中区大和町１－９
     045-622-9121  (045-622-9122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96048,254.7 石川町中央薬局 〒231-0024 （後発調１）第2989号      平成28年 4月 1日
     中区薬254 横浜市中区吉浜町１－２　パーク
     スクエア横浜２Ｆ
     045-263-8495  (045-263-8496)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97048,257.0 フラワー薬局　横浜本〒231-0821 （後発調１）第2747号      平成28年 4月 1日
     中区薬257 牧店 横浜市中区本牧原１９－１　ザ・
     レジデンス本牧　横浜ベイサイド
     ２０１
     045-264-4395  (045-264-4396)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98048,263.8 スギ薬局　関内店 〒231-0015 （後発調１）第2534号      平成28年 4月 1日
     中区薬263 横浜市中区尾上町１－８関内新井
     ビルディング１Ｆ
     045-227-5770  (045-664-3066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99050,038.9 有限会社鶴岡仁成堂薬〒232-0041 （後発調１）第2990号      平成28年 4月 1日
     南薬38 局 横浜市南区睦町１－８－２
     045-731-2602  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100050,104.9 さかえ薬局 〒232-0065 （後発調１）第2139号      平成28年 4月 1日
     南薬104 横浜市南区別所中里台４１－１２
     045-712-7872  (045-712-7875)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101050,114.8 有限会社　弘明寺薬局〒232-0067 （後発調１）第3505号      平成28年 7月 1日
     南薬114 横浜市南区弘明寺町２６７
     045-741-4112  (045-741-4112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102050,134.6 睦町調剤薬局 〒232-0041 （後発調１）第3390号      平成28年 6月 1日
     南薬134 横浜市南区睦町１－７－３
     045-721-3710  (045-721-3712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103050,152.8 有限会社　スバル薬局〒232-0067 （後発調１）第3772号      平成28年10月 1日
     南薬152 横浜市南区弘明寺町２７５
     045-721-0987  (045-721-0987)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  104050,165.0 大橋薬局 〒232-0016 （後発調１）第3716号      平成28年 9月 1日
     南薬165 横浜市南区宮元町４－９１
     045-711-6030  (045-711-6064)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105054,001.3 さくら薬局　横浜六ツ〒232-0066 （後発調１）第3717号      平成28年 9月 1日
     南薬4001 川店 横浜市南区六ツ川３－７９－１５
     045-742-6446  (045-742-4982)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106054,007.0 ハックドラッグ六ツ川〒232-0066 （後発調１）第4309号      平成29年 9月 1日
     南薬4007 ローゼン薬局 横浜市南区六ツ川３－７５　１Ｆ
     045-730-6189  (045-730-6192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107054,011.2 森薬局 〒232-0015 （後発調１）第4204号      平成29年 5月 1日
     南薬4011 横浜市南区共進町２－４０
     045-741-5191  (045-713-6133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108054,015.3 あけぼの薬局　浦舟店〒232-0024 （後発調１）第4462号      平成30年 1月 1日
     南薬4015 横浜市南区浦舟町１－１－２４
     045-232-9182  (045-232-9183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109058,180.1 カシワバ薬局　共進町〒232-0015 （後発調１）第4093号      平成29年 4月 1日
     南薬180 店 横浜市南区共進町３－６５
     045-711-1095  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110058,181.9 あさひ薬局 〒232-0066 （後発調１）第3531号      平成28年 7月 1日
     南薬181 横浜市南区六ツ川３－２３－１４
     045-731-8577  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111058,183.5 コスモ薬局　吉野町店〒232-0012 （後発調１）第3656号      平成28年 8月 1日
     南薬183 横浜市南区南吉田町２－１７－３
     ５ライオンズマンション吉野町第
     １１
     045-241-0180  (045-241-0228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112058,185.0 有限会社　まゆみ薬局〒232-0016 （後発調１）第2748号      平成28年 4月 1日
     南薬185 横浜市南区宮元町２－３６
     045-716-2088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113058,186.8 かいがら坂薬局　弘明〒232-0056 （後発調１）第2749号      平成28年 4月 1日
     南薬186 寺店 横浜市南区通町３－５３
     045-712-4434  (045-712-4434)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114058,196.7 鶴岡仁成堂薬局　高砂〒232-0025 （後発調１）第2993号      平成28年 4月 1日
     南薬196 店 横浜市南区高砂町３－３３
     045-260-0575  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  115058,204.9 ハート薬局南店 〒232-0006 （後発調１）第2351号      平成28年 4月 1日
     南薬204 横浜市南区南太田１－２３－２
     045-731-7704  (045-731-7704)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116058,223.9 永田町だるま薬局 〒232-0071 （後発調１）第2751号      平成28年 4月 1日
     南薬223 横浜市南区永田北２－５４－２６
     －１Ｆ
     045-741-4069  (045-741-4069)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117058,228.8 りんどう薬局 〒232-0006 （後発調１）第2266号      平成28年 4月 1日
     南薬228 横浜市南区南太田１－４－３２
     045-325-8899  (045-325-8899)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118058,236.1 スマイル薬局　横浜橋〒232-0023 （後発調１）第4050号      平成29年 3月 1日
     南薬236 店 横浜市南区白妙町１－２
     045-341-0650  (045-341-0651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119058,239.5 メイワ薬局　鎌倉街道〒232-0061 （後発調１）第2994号      平成28年 4月 1日
     南薬239 店 横浜市南区大岡２－１４－１０サ
     ニーヴェイル弘明寺１Ｆ１０１
     045-315-3219  (045-315-3219)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120058,246.0 高橋薬局真金町店 〒232-0021 （後発調１）第4153号      平成29年 5月 1日
     南薬246 横浜市南区真金町１－１０－４
     045-325-8737  (045-325-8747)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121060,114.6 有限会社　薬保会調剤〒240-0052 （後発調１）第4206号      平成29年 7月 1日
     保薬114 薬局 横浜市保土ケ谷区西谷町９０３
     045-381-5011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122060,126.0 いわい薬局 〒240-0023 （後発調１）第3532号      平成28年 7月 1日
     保薬126 横浜市保土ケ谷区岩井町２０６
     045-743-5612  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123064,001.1 あさひ薬局上星川駅前〒240-0042 （後発調１）第2538号      平成28年 4月 1日
     保薬4001 店 横浜市保土ケ谷区上星川１－２－
     １
     045-461-9267  (045-461-9268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124064,002.9 訪問薬樹薬局　保土ケ〒240-0066 （後発調１）第2996号      平成28年 4月 1日
     保薬4002 谷 横浜市保土ケ谷区釜台町４４－１
     ６川口第一ビル
     045-348-1139  (045-348-1146)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  125064,005.2 ツクイ薬局　保土ケ谷〒240-0003 （後発調１）第4265号      平成29年 8月 1日
     保薬4005 店 横浜市保土ケ谷区天王町１－１６
     －４
     045-340-4155  (045-520-3370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126064,008.6 シオン薬局新井町店 〒240-0053 （後発調１）第4126号      平成29年 4月 1日
     保薬4008 横浜市保土ケ谷区新井町４５７－
     ６
     045-465-4432  (045-465-4433)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127064,014.4 イオン薬局天王町店 〒240-0001 （後発調１）第4127号      平成29年 4月 1日
     保薬4014 横浜市保土ケ谷区川辺町３　イオ
     ン天王町店１Ｆ
     045-340-2553  (045-331-4742)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128064,017.7 ココカラファイン薬局〒240-0013 （後発調１）第4469号      平成30年 2月 1日
     保薬4017 保土ヶ谷店 横浜市保土ケ谷区帷子町１－１７
     －３　ＹＧＹ　１Ｆ
     045-333-0853  (045-333-0853)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129064,020.1 加藤薬局　西谷店 〒240-0052 （後発調１）第4404号      平成29年12月 1日
     保薬4020 横浜市保土ケ谷区西谷町８８２－
     １
     045-459-5947  (045-459-5948)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130064,021.9 三ッ沢薬局 〒240-0013 （後発調１）第4254号      平成29年 7月 1日
     保薬4021 横浜市保土ケ谷区帷子町１－４２
     045-331-0396  (045-331-0396)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131068,132.0 健康薬局　保土ケ谷駅〒240-0023 （後発調１）第2269号      平成28年 4月 1日
     保薬132 ビル店 横浜市保土ケ谷区岩井町１－７
     045-337-2228  (045-335-3896)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132068,133.8 みねおか調剤薬局 〒240-0064 （後発調１）第3424号      平成28年 6月 1日
     保薬133 横浜市保土ケ谷区峰岡町２－１２
     ４－１
     045-332-3301  (045-332-3301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133068,154.4 田辺薬局　横浜常盤店〒240-0067 （後発調１）第4310号      平成29年 9月 1日
     保薬154 横浜市保土ケ谷区常盤台５０－３
     ０
     045-348-8147  (045-348-8148)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134068,167.6 内田薬局　和田町駅前〒240-0065 （後発調１）第2753号      平成28年 4月 1日
     保薬167 店 横浜市保土ケ谷区和田１－１３－
     １８
     045-340-3405  (045-340-3406)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  135068,170.0 グリーンピュア薬局 〒240-0023 （後発調１）第2754号      平成28年 4月 1日
     保薬170 横浜市保土ケ谷区岩井町２２２
     045-722-8755  (045-722-8756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136068,174.2 コトブキ調剤薬局　横〒240-0025 （後発調１）第4052号      平成29年 3月 1日
     保薬174 浜店 横浜市保土ケ谷区狩場町２０９
     045-730-3844  (045-730-3845)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137068,177.5 ひよこ薬局 〒240-0052 （後発調１）第2755号      平成28年 4月 1日
     保薬177 横浜市保土ケ谷区西谷町９２４－
     １
     045-383-7090  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138068,179.1 みどり薬局星川店 〒240-0006 （後発調１）第2268号      平成28年 4月 1日
     保薬179 横浜市保土ケ谷区星川１－７－２
     ７
     045-342-0458  (045-342-0461)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139068,180.9 うさぎ薬局 〒240-0043 （後発調１）第2756号      平成28年 4月 1日
     保薬180 横浜市保土ケ谷区坂本町６８－１
     ９ハイツシャム１Ｆ
     045-332-7130  (045-332-7130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140068,189.0 朝日薬局 〒240-0023 （後発調１）第2539号      平成28年 4月 1日
     保薬189 横浜市保土ケ谷区岩井町１２２－
     １４
     045-743-9140  (045-743-9145)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141068,192.4 上菅田薬局 〒240-0051 （後発調１）第3533号      平成28年 7月 1日
     保薬192 横浜市保土ケ谷区上菅田町９５１
     －４１
     045-383-2828  (045-383-2828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142068,203.9 加藤薬局　保土ケ谷店〒240-0013 （後発調１）第3002号      平成28年 4月 1日
     保薬203 横浜市保土ケ谷区帷子町１－３１
     ヴェラハイツ保土ヶ谷１Ｆ
     045-337-2776  (045-337-2777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143070,002.1 有限会社山崎磯子薬局〒235-0016 （後発調１）第2195号      平成28年 4月 1日
     磯薬2 横浜市磯子区磯子２－２２－４
     045-761-0072  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144070,053.4 ヒロ薬局 〒235-0043 （後発調１）第2196号      平成28年 4月 1日
     磯薬53 横浜市磯子区氷取沢町３６１
     045-774-3646  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  145070,066.6 薬局ベル 〒235-0005 （後発調１）第2271号      平成28年 4月 1日
     磯薬66 横浜市磯子区東町１５－３２
     045-755-0101  (045-755-0102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146070,075.7 笹川調剤薬局 〒235-0023 （後発調１）第3005号      平成28年 4月 1日
     磯薬75 横浜市磯子区森３－１７－３３フ
     ァミール屏風ケ浦２Ｆ
     045-751-7379  (045-751-7379)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147070,084.9 ヤスタケ薬局 〒235-0033 （後発調１）第2142号      平成28年 4月 1日
     磯薬84 横浜市磯子区杉田７－４－１０
     045-772-1771  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148070,089.8 ゆたか調剤薬局 〒235-0045 （後発調１）第3278号      平成28年 4月 1日
     磯薬89 横浜市磯子区洋光台３－１２－１
     ０
     045-834-3104  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149070,093.0 磯子調剤薬局 〒235-0023 （後発調１）第4381号      平成29年11月 1日
     磯薬93 横浜市磯子区森１－１０－２０ラ
     イオンズステーションプラザ１０
     ３
     045-754-2428  (045-754-2428)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150074,004.3 クリエイト薬局磯子丸〒235-0011 （後発調１）第4435号      平成30年 1月 1日
     磯薬4004 山店 横浜市磯子区丸山２－４－１５
     045-750-2757  (045-750-2758)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151074,010.0 さとう薬局 〒235-0012 （後発調１）第2353号      平成28年 4月 1日
     磯薬4010 横浜市磯子区滝頭２－２３－９　
     045-750-7560  (045-750-7561)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152074,011.8 まごころ薬局　洋光台〒235-0045 （後発調１）第3501号      平成28年 5月 1日
     磯薬4011 店 横浜市磯子区洋光台３－９－３４
     　
     045-833-7490  (045-833-7490)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153074,014.2 ハックドラッグ横浜磯〒235-0016 （後発調１）第3796号      平成28年 9月 1日
     磯薬4014 子薬局 横浜市磯子区磯子３－１３－Ｋ－
     １Ｆ
     045-750-0788  (045-750-0786)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154074,017.5 ハックドラッグ磯子駅〒235-0023 （後発調１）第3799号      平成28年 9月 1日
     磯薬4017 前薬局 横浜市磯子区森１－７－６
     045-759-4085  (045-754-3297)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  155074,018.3 ハックドラッグ洋光台〒235-0045 （後発調１）第3800号      平成28年 9月 1日
     磯薬4018 駅前薬局 横浜市磯子区洋光台３－１－１
     045-830-3197  (045-830-3199)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156074,020.9 ハックドラッグらびす〒235-0033 （後発調１）第3802号      平成28年 9月 1日
     磯薬4020 た新杉田薬局 横浜市磯子区杉田１－１－１　１
     Ｆ
     045-778-6791  (045-778-6792)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157074,021.7 ハックドラッグ洋光台〒235-0045 （後発調１）第3775号      平成28年10月 1日
     磯薬4021 調剤薬局 横浜市磯子区洋光台３－１－１　
     ショップ２７　１Ｆ
     045-836-1589  (045-836-1587)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158078,111.2 はまかぜ薬局 〒235-0023 （後発調１）第2540号      平成28年 4月 1日
     磯薬111 横浜市磯子区森３－１８－４屏風
     ヶ浦駅前ビル１Ｆ
     045-753-7202  (045-753-7202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159078,138.5 薬樹薬局　磯子 〒235-0011 （後発調１）第3011号      平成28年 4月 1日
     磯薬138 横浜市磯子区丸山１－２６－１３
     　１Ｆ
     045-762-1446  (045-762-1447)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160078,139.3 つばめ薬局　洋光台店〒235-0045 （後発調１）第3657号      平成28年 8月 1日
     磯薬139 横浜市磯子区洋光台１－２－２０
     ベルノール洋光台１０Ｂ
     045-225-8788  (045-225-8776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161078,145.0 オオミ薬局　中央店 〒235-0016 （後発調１）第2438号      平成28年 4月 1日
     磯薬145 横浜市磯子区磯子２－２０－５０
     ドルフ安藤橋Ⅳ
     045-750-1745  (045-750-1750)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162078,147.6 なの花薬局　杉田店 〒235-0033 （後発調１）第3535号      平成28年 7月 1日
     磯薬147 横浜市磯子区杉田１－２０－１９
     045-778-1081  (045-778-1082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163078,148.4 花房薬局　磯子店 〒235-0023 （後発調１）第3012号      平成28年 4月 1日
     磯薬148 横浜市磯子区森１－８－２１
     045-370-7766  (045-370-7767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164078,159.1 ときわ薬局 〒235-0045 （後発調１）第3015号      平成28年 4月 1日
     磯薬159 横浜市磯子区洋光台２－８－１５
     045-833-2636  (045-833-2636)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  165080,058.1 八景ファーマシー 〒236-0027 （後発調１）第4094号      平成29年 4月 1日
     金薬58 横浜市金沢区瀬戸１７－６
     045-701-1250  (045-701-1250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166080,088.8 （有）白十字薬局八景〒236-0032 （後発調１）第3300号      平成28年 5月 1日
     金薬88 店 横浜市金沢区六浦東１－２２－２
     ９
     045-786-1801  (045-786-1801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167080,092.0 さなえ薬局　金沢文庫〒236-0042 （後発調１）第3301号      平成28年 5月 1日
     金薬92 店 横浜市金沢区釜利谷東２－１７－
     ８
     045-785-1543  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168084,000.9 でんえん調剤薬局　能〒236-0057 （後発調１）第4054号      平成29年 3月 1日
     金薬4000 見台店 横浜市金沢区能見台３－１６－１
     045-773-7220  (045-773-6535)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169084,005.8 薬局わかば　並木 〒236-0005 （後発調１）第3942号      平成29年 1月 1日
     金薬4005 横浜市金沢区並木１－１７　５－
     ４
     045-349-4497  (045-349-4498)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170084,008.2 上永谷薬局　富岡店 〒236-0052 （後発調１）第3018号      平成28年 4月 1日
     金薬4008 横浜市金沢区富岡西１－６８－３
     １
     045-774-7810  (045-774-7862)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171084,009.0 イオン薬局金沢八景店〒236-0021 （後発調１）第3019号      平成28年 4月 1日
     金薬4009 横浜市金沢区泥亀１－２７－１　
     １Ｆ　
     045-276-1994  (045-276-1993)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  172084,015.7 ハックドラッグ能見台〒236-0053 （後発調１）第4266号      平成29年 8月 1日
     金薬4015 駅前薬局 横浜市金沢区能見台通５－１０
     045-790-1215  (045-790-1216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173088,108.6 アイリス薬局 〒236-0052 （後発調１）第2439号      平成28年 4月 1日
     金薬108 横浜市金沢区富岡西６－１６－１
     ８
     045-773-7719  (045-773-7132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174088,109.4 かど薬局能見台店 〒236-0053 （後発調１）第2358号      平成28年 4月 1日
     金薬109 横浜市金沢区能見台通２５－３
     045-788-1266  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  175088,116.9 エー・アイ薬局 〒236-0051 （後発調１）第2143号      平成28年 4月 1日
     金薬116 横浜市金沢区富岡東５－１８－１
     ２
     045-775-4177  (045-775-4178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176088,117.7 田丸薬局 〒236-0023 （後発調１）第2542号      平成28年 4月 1日
     金薬117 横浜市金沢区平潟町１９－５
     045-790-1201  (045-790-1301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177088,119.3 米川薬局 〒236-0023 （後発調１）第3302号      平成28年 5月 1日
     金薬119 横浜市金沢区平潟町１９－３
     045-790-1539  (045-790-1540)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178088,125.0 サカイヤ薬局瀬ヶ崎店〒236-0031 （後発調１）第4178号      平成29年 6月 1日
     金薬125 横浜市金沢区六浦東３－１－２１
     045-783-2810  (045-783-3510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  179088,134.2 長浜調剤薬局 〒236-0051 （後発調１）第3776号      平成28年10月 1日
     金薬134 横浜市金沢区富岡東６－１４－７
     045-781-7114  (045-781-7114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180088,146.6 平安堂薬局並木店 〒236-0005 （後発調１）第3537号      平成28年 7月 1日
     金薬146 横浜市金沢区並木１－１７－６－
     ４
     045-778-7320  (045-778-7321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181088,147.4 セブンス薬局　金沢八〒236-0027 （後発調１）第2198号      平成28年 4月 1日
     金薬147 景店 横浜市金沢区瀬戸３－４５－１０
     １
     045-787-3314  (045-787-3315)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182088,153.2 谷津薬局 〒236-0016 （後発調１）第3021号      平成28年 4月 1日
     金薬153 横浜市金沢区谷津町３４３－１Ｆ
     045-782-0062  (045-782-0067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183088,155.7 アーク調剤薬局　金沢〒236-0037 （後発調１）第4405号      平成29年12月 1日
     金薬155 南店 横浜市金沢区六浦東３－１－２７
     －１Ｆ
     045-701-4844  (045-701-4878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184088,162.3 レイディアントシティ〒236-0043 （後発調１）第3022号      平成28年 4月 1日
     金薬162 薬局 横浜市金沢区大川７－６－１２７
     045-791-7370  (045-791-7371)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  185088,163.1 みどり薬局 〒236-0053 （後発調１）第3428号      平成28年 6月 1日
     金薬163 横浜市金沢区能見台通８－１－１
     Ｆ
     045-788-0737  (045-788-0737)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186088,164.9 しば薬局 〒236-0012 （後発調１）第3538号      平成28年 7月 1日
     金薬164 横浜市金沢区柴町２８４－７
     045-791-7844  (045-791-7854)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187088,186.2 ファーコス薬局　能見〒236-0053 （後発調１）第3893号      平成28年12月 1日
     金薬186 台 横浜市金沢区能見台通４－１３
     045-784-8557  (045-788-3022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188088,198.7 マリン薬局 〒236-0031 （後発調１）第3025号      平成28年 4月 1日
     金薬198 横浜市金沢区六浦４－１２－１１
     045-786-1522  (045-786-1522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  189088,208.4 富岡薬局 〒236-0052 （後発調１）第3027号      平成28年 4月 1日
     金薬208 横浜市金沢区富岡西２－１－９
     045-772-3315  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190090,005.0 有限会社すみれ薬局 〒223-0053 （後発調１）第3028号      平成28年 4月 1日
     港薬5 横浜市港北区綱島西１－１－７
     045-531-0148  (045-543-2524)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191090,051.4 はなや薬局 〒222-0022 （後発調１）第3303号      平成28年 5月 1日
     港薬51 横浜市港北区篠原東３－１－１
     045-431-8916  (045-431-8917)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192090,114.0 Ｉ・Ｐ調剤薬局 〒223-0058 （後発調１）第2544号      平成28年 4月 1日
     港薬114 横浜市港北区新吉田東４－２１－
     １５
     045-544-0891  (045-544-0893)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193090,128.0 ホーゲン薬局 〒223-0052 （後発調１）第2760号      平成28年 4月 1日
     港薬128 横浜市港北区綱島東１－２－１３
     045-531-0061  (045-545-7719)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194090,179.3 菊名池薬局 〒222-0011 （後発調１）第4095号      平成29年 4月 1日
     港薬179 横浜市港北区菊名１－１３－１
     045-435-2820  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195090,180.1 金龍堂薬局 〒223-0062 （後発調１）第3430号      平成28年 6月 1日
     港薬180 横浜市港北区日吉本町１－２５－
     ２５サンライズビル１０２
     045-563-3001  (045-563-3862)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  196094,002.3 徳永薬局　綱島店 〒223-0053 （後発調１）第2199号      平成28年 4月 1日
     港薬4002 横浜市港北区綱島西３－２－２０
     綱島別所プラザ１Ｆ
     045-947-3566  (045-947-3567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197094,004.9 大信薬局　綱島店 〒223-0052 （後発調１）第2761号      平成28年 4月 1日
     港薬4004 横浜市港北区綱島東１－１０－７
     045-542-8301  (045-542-8301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198094,008.0 クリエイト薬局日吉中〒223-0062 （後発調１）第4471号      平成30年 2月 1日
     港薬4008 央通り店 横浜市港北区日吉本町１－１８－
     １８ＢＫＣビル１Ｆ
     045-564-8896  (045-271-5613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199094,010.6 スリーアイ薬局　井田〒223-0064 （後発調１）第4406号      平成29年12月 1日
     港薬4010 店 横浜市港北区下田町２－７－１４
     ハイムヒルトップ１Ｆ
     045-561-0155  (045-561-0156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200094,015.5 あいる薬局 〒223-0053 （後発調１）第3030号      平成28年 4月 1日
     港薬4015 横浜市港北区綱島西２－６－２３
     －１Ｆ
     045-642-7310  (045-642-7311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201094,019.7 調剤薬局ツルハドラッ〒222-0026 （後発調１）第3990号      平成29年 2月 1日
     港薬4019 グ岸根公園店 横浜市港北区篠原町１１１３－６
     岸根公園駅前ビル１Ｆ
     045-435-3892  (045-435-3892)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202094,023.9 みきや薬局 〒222-0032 （後発調１）第3943号      平成29年 1月 1日
     港薬4023 横浜市港北区大豆戸町９１４－６
     045-543-7072  (045-543-7072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203094,028.8 ハックドラッグ大倉山〒222-0037 （後発調１）第4407号      平成29年12月 1日
     港薬4028 薬局 横浜市港北区大倉山３－２－３３
     　大倉屋ビル１Ｆ
     045-549-5310  (045-549-5310)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204094,030.4 ハックドラッグ新横浜〒222-0033 （後発調１）第3991号      平成29年 2月 1日
     港薬4030 薬局 横浜市港北区新横浜２－３－１０
     　ＹＫ－８ビル１Ｆ・２Ｆ
     045-478-1932  (045-478-1912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205094,039.5 ひとみ調剤薬局 〒223-0062 （後発調１）第4472号      平成30年 2月 1日
     港薬4039 横浜市港北区日吉本町４－２２－
     １７－１０２
     045-565-9343  (045-565-9344)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  206094,040.3 かもめ薬局 〒223-0053 （後発調１）第4246号      平成29年 6月 1日
     港薬4040 横浜市港北区綱島西２－７－２
     045-543-9777  (045-543-0004)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207094,041.1 ハジメ薬局 〒223-0052 （後発調１）第4500号      平成30年 3月 1日
     港薬4041 横浜市港北区綱島東２－１３－２
     ４
     045-546-0890  (045-541-2729)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208094,042.9 ローソンクオール薬局〒223-0053 （後発調１）第4346号      平成29年10月 1日
     港薬4042 港北綱島西二丁目店 横浜市港北区綱島西２－５－１　
     045-642-4589  (045-642-4590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  209094,044.5 薬局トムファーマシー〒223-0053 （後発調１）第4255号      平成29年 7月 1日
     港薬4044 横浜市港北区綱島西２－１４－１
     045-531-9304  (045-531-9304)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210098,188.6 新羽調剤薬局 〒223-0057 （後発調１）第2762号      平成28年 4月 1日
     港薬188 横浜市港北区新羽町１２９２
     045-541-7066  (045-541-7419)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211098,192.8 スギモト薬局 〒223-0053 （後発調１）第2441号      平成28年 4月 1日
     港薬192 横浜市港北区綱島西４－１３－３
     １
     045-531-6020  (045-545-5123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212098,213.2 プラス薬局 〒222-0011 （後発調１）第3431号      平成28年 6月 1日
     港薬213 横浜市港北区菊名３－１５－２７
     045-434-9383  (045-434-9383)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213098,216.5 新羽調剤薬局駅前店 〒223-0057 （後発調１）第2546号      平成28年 4月 1日
     港薬216 横浜市港北区新羽町１６９０－１
     クオーレ新羽１Ｆ
     045-541-2666  (045-541-8787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214098,220.7 みつばち薬局 〒223-0066 （後発調１）第2763号      平成28年 4月 1日
     港薬220 横浜市港北区高田西２－５－２５
     045-590-5090  (045-590-5091)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215098,221.5 いずみ薬局 〒223-0061 （後発調１）第4055号      平成29年 3月 1日
     港薬221 横浜市港北区日吉２－６－６日吉
     壱番館１Ｆ
     045-560-0088  (045-561-1811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216098,225.6 菊名調剤薬局 〒222-0013 （後発調１）第4383号      平成29年11月 1日
     港薬225 横浜市港北区錦が丘１６－１４
     045-433-3555  (045-439-4551)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  217098,227.2 わかば薬局 〒222-0033 （後発調１）第4501号      平成30年 3月 1日
     港薬227 横浜市港北区新横浜２－１２－１
     ０
     045-475-2888  (045-475-3634)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218098,232.2 クリエイト薬局日吉本〒223-0062 （後発調１）第3850号      平成28年11月 1日
     港薬232 町店 横浜市港北区日吉本町４－１２－
     ８
     045-564-3050  (045-566-2115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219098,234.8 ヤマト薬局２号店 〒222-0002 （後発調１）第4128号      平成29年 4月 1日
     港薬234 横浜市港北区師岡町１１４８－１
     ０１
     045-547-9331  (045-547-9332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220098,239.7 日吉木月薬局 〒223-0061 （後発調１）第3992号      平成29年 2月 1日
     港薬239 横浜市港北区日吉３－２－１１
     045-560-6501  (045-561-0251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221098,242.1 綱島中央薬局 〒223-0053 （後発調１）第2547号      平成28年 4月 1日
     港薬242 横浜市港北区綱島西２－１１－２
     ４－１０２
     045-547-0611  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222098,244.7 ふれあい調剤薬局　綱〒223-0053 （後発調１）第3541号      平成28年 7月 1日
     港薬244 島店 横浜市港北区綱島西５－２－９
     045-542-6464  (045-542-7474)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223098,251.2 坂本調剤薬局 〒222-0037 （後発調１）第2442号      平成28年 4月 1日
     港薬251 横浜市港北区大倉山３－６－１１
     045-543-3155  (045-543-3179)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224098,260.3 三進堂薬局　新横浜店〒222-0033 （後発調１）第3895号      平成28年12月 1日
     港薬260 横浜市港北区新横浜２－３－９新
     横浜金子ビル１Ｆ
     045-470-8160  (045-470-8170)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225098,262.9 三和薬局 〒223-0062 （後発調１）第4179号      平成29年 6月 1日
     港薬262 横浜市港北区日吉本町４－１５－
     ７
     045-562-2656  (045-562-2656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226098,275.1 ドリーム薬局　北新横〒223-0059 （後発調１）第3304号      平成28年 5月 1日
     港薬275 浜店 横浜市港北区北新横浜１－２－３
     三橋ビル１Ｆ
     045-577-7722  (045-577-7720)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  227098,280.1 クリエイト薬局京町店〒223-0057 （後発調１）第3896号      平成28年12月 1日
     港薬280 横浜市港北区新羽町１６７１
     045-549-0744  (045-549-0053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228098,283.5 ウエルシア薬局　横浜〒222-0032 （後発調１）第4347号      平成29年10月 1日
     港薬283 大豆戸店 横浜市港北区大豆戸町９８０－１
     045-533-1131  (045-533-1132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229098,294.2 そうごう薬局　トレッ〒222-0002 （後発調１）第3035号      平成28年 4月 1日
     港薬294 サ横浜店 横浜市港北区師岡町７００　トレ
     ッサ横浜南棟１階
     045-533-5121  (045-542-5222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230098,300.7 ウエルシア薬局　横浜〒223-0052 （後発調１）第4056号      平成29年 3月 1日
     港薬300 綱島東店 横浜市港北区綱島東４－８－３７
     045-533-0256  (045-533-0258)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231098,303.1 日吉グリーン薬局 〒223-0062 （後発調１）第2765号      平成28年 4月 1日
     港薬303 横浜市港北区日吉本町１－３－１
     ６
     045-560-5545  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232098,306.4 フィットケアデポ　岸〒222-0033 （後発調１）第3721号      平成28年 9月 1日
     港薬306 根店薬局 横浜市港北区新横浜１－１－１
     045-471-8003  (045-473-5155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233098,308.0 クリエイト薬局　日吉〒223-0062 （後発調１）第3037号      平成28年 4月 1日
     港薬308 本町駅前店 横浜市港北区日吉本町５－４－３
     045-560-3725  (045-560-3726)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234098,310.6 フィットケアエクスプ〒222-0026 （後発調１）第4348号      平成29年10月 1日
     港薬310 レス　新横浜駅ビル店横浜市港北区篠原町２９３７キュ
     薬局 ービックプラザ別館１Ｆ
     045-475-3055  (045-475-1160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235098,311.4 ひかり薬局 〒223-0062 （後発調１）第3305号      平成28年 5月 1日
     港薬311 横浜市港北区日吉本町４－１０－
     ５０－１０２ココファン日吉
     045-566-7705  (045-566-7706)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236098,313.0 つくし薬局　綱島店 〒223-0052 （後発調１）第2766号      平成28年 4月 1日
     港薬313 横浜市港北区綱島東４－２－５パ
     ルホワイト綱島１０５
     045-710-0846  (045-710-0847)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  237098,315.5 クリエイト薬局　横浜〒223-0057 （後発調１）第3722号      平成28年 9月 1日
     港薬315 新羽店 横浜市港北区新羽町１６３６－１
     　パティオワンビルＭ２Ｆ
     045-540-6313  (045-540-6314)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238098,316.3 日本調剤　横浜本町薬〒223-0062 （後発調１）第3851号      平成28年11月 1日
     港薬316 局 横浜市港北区日吉本町１－４－１
     ９
     045-561-2214  (045-562-8787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239098,320.5 スマイル薬局　港北高〒223-0066 （後発調１）第2275号      平成28年 4月 1日
     港薬320 田店 横浜市港北区高田西３－１－２１
     　サンヴィレッジ１４
     045-594-5461  (045-620-3164)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240098,321.3 クリエイト薬局　港北〒223-0066 （後発調１）第3433号      平成28年 6月 1日
     港薬321 高田店 横浜市港北区高田西２－１１－３
     ０
     045-590-1230  (045-590-1231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241098,334.6 スギ薬局　大倉山店 〒222-0037 （後発調１）第3540号      平成28年 7月 1日
     港薬334 横浜市港北区大倉山５－２５－１
     ９
     045-540-6651  (045-532-1910)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242098,339.5 日本調剤　新横浜薬局〒222-0033 （後発調１）第3041号      平成28年 4月 1日
     港薬339 横浜市港北区新横浜２－１２－８
     扶桑電機ビルディング１Ｆ
     045-478-6271  (045-478-6276)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243098,340.3 フィットケアデポ　篠〒222-0034 （後発調１）第3994号      平成29年 2月 1日
     港薬340 原店薬局 横浜市港北区岸根町４３８－１
     045-488-3880  (045-488-3881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244098,343.7 フィットケアデポ　ぺ〒222-0033 （後発調１）第3852号      平成28年11月 1日
     港薬343 ぺＢ１店薬局 横浜市港北区新横浜３－４プリン
     スホテルショッピングアーケード
     ぺぺＢ１Ｆ
     045-470-4020  (045-470-4021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245098,351.0 中央薬局 〒223-0062 （後発調１）第3043号      平成28年 4月 1日
     港薬351 横浜市港北区日吉本町１－８－３
     045-561-6051  (045-562-0319)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  246098,353.6 たちばな薬局　大倉山〒222-0037 （後発調１）第3897号      平成28年12月 1日
     港薬353 店 横浜市港北区大倉山１－１７－１
     ３
     045-642-4906  (045-642-4907)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247100,007.4 安藤薬局 〒244-0003 （後発調１）第3542号      平成28年 7月 1日
     戸薬7 横浜市戸塚区戸塚町１６－１　戸
     塚西口共同ビルＡ１０６
     045-881-0083  (045-865-4982)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248100,044.7 株式会社　大島薬局原〒245-0063 （後発調１）第3044号      平成28年 4月 1日
     戸薬44 宿店 横浜市戸塚区原宿３－５－２５
     045-851-2524  (045-851-9888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  249100,091.8 紫山堂薬局　東戸塚店〒244-0801 （後発調１）第2276号      平成28年 4月 1日
     戸薬91 横浜市戸塚区品濃町５１５－１　
     ４－１０８
     045-821-9526  (045-821-8030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250100,128.8 三ッ矢調剤薬局 〒245-0061 （後発調１）第3898号      平成28年12月 1日
     戸薬128 横浜市戸塚区汲沢８－５－７
     045-862-3188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251104,007.0 湘南薬品戸塚駅西口薬〒244-0003 （後発調１）第3660号      平成28年 8月 1日
     戸薬4007 局 横浜市戸塚区戸塚町１６－１戸塚
     西口共同ビル３Ｆ
     045-870-2133  (045-870-2133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252104,013.8 イオン薬局東戸塚店 〒244-8528 （後発調１）第3995号      平成29年 2月 1日
     戸薬4013 横浜市戸塚区品濃町５３５－１
     045-826-6261  (045-826-6261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253104,018.7 ハックドラッグ戸塚東〒244-0816 （後発調１）第3778号      平成28年10月 1日
     戸薬4018 口薬局 横浜市戸塚区上倉田町７６９－１
     ６
     045-870-1391  (045-871-8089)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254104,019.5 ハックドラッグ東戸塚〒244-0801 （後発調１）第3806号      平成28年 9月 1日
     戸薬4019 駅前薬局 横浜市戸塚区品濃町５３９－６　
     アーバン東戸塚ビル１Ｆ
     045-820-3287  (045-820-3289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255104,027.8 マーガレット薬局 〒244-0801 （後発調１）第4267号      平成29年 8月 1日
     戸薬4027 横浜市戸塚区品濃町５３８－１　
     東戸塚中央ビル５Ｆ
     045-443-5506  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  256104,032.8 あけぼの薬局原宿店 〒245-0063 （後発調１）第4463号      平成30年 1月 1日
     戸薬4032 横浜市戸塚区原宿４－１８－１２
     　サンステージＡ棟１０１
     045-853-0300  (045-853-0394)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257108,149.6 なの花薬局　東戸塚店〒244-0801 （後発調１）第3997号      平成29年 2月 1日
     戸薬149 横浜市戸塚区品濃町５１３－７清
     光ビル１階
     045-820-1871  (045-820-1872)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258108,158.7 川上薬局 〒244-0805 （後発調１）第2769号      平成28年 4月 1日
     戸薬158 横浜市戸塚区川上町３５９－８
     045-823-0014  (045-823-0014)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  259108,159.5 ヒダ薬局　柏尾店 〒244-0812 （後発調１）第3393号      平成28年 6月 1日
     戸薬159 横浜市戸塚区柏尾町１８０
     045-821-3365  (045-821-3365)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260108,165.2 はるの薬局 〒245-0063 （後発調１）第4350号      平成29年10月 1日
     戸薬165 横浜市戸塚区原宿４－３３－３４
     045-852-6577  (045-852-6577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261108,176.9 おーちゃん薬局 〒244-0801 （後発調１）第2363号      平成28年 4月 1日
     戸薬176 横浜市戸塚区品濃町５４３－４－
     １Ｆ
     045-827-1296  (045-822-5920)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262108,178.5 仁天堂薬局踊場駅前店〒245-0061 （後発調１）第3049号      平成28年 4月 1日
     戸薬178 横浜市戸塚区汲沢８－２－１
     045-871-0028  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263108,180.1 おどりば薬局 〒245-0061 （後発調１）第3436号      平成28年 6月 1日
     戸薬180 横浜市戸塚区汲沢１－１０－４６
     045-869-5870  (045-869-6870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264108,187.6 平安薬局 〒244-0805 （後発調１）第3051号      平成28年 4月 1日
     戸薬187 横浜市戸塚区川上町８４－１　４
     Ｆ－Ｃ号
     045-820-0520  (045-820-0521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265108,198.3 あいかわ一番館薬局 〒244-0816 （後発調１）第2145号      平成28年 4月 1日
     戸薬198 横浜市戸塚区上倉田町９１０－３
     045-861-3893  (045-861-3893)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  266108,211.4 ニック東戸塚薬局 〒244-0805 （後発調１）第4130号      平成29年 4月 1日
     戸薬211 横浜市戸塚区川上町９１－１モレ
     ラ東戸塚　３Ｆ
     045-825-0020  (045-383-9508)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  267108,215.5 ひまわり薬局 〒244-0817 （後発調１）第2200号      平成28年 4月 1日
     戸薬215 横浜市戸塚区吉田町８９４－１
     045-866-1447  (045-866-1447)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268108,216.3 新成堂薬局　原宿店 〒245-0063 （後発調１）第3055号      平成28年 4月 1日
     戸薬216 横浜市戸塚区原宿３－１－１３ダ
     イマルビル１Ｆ
     045-392-5595  (045-392-5593)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269108,218.9 ウエルシア薬局　戸塚〒244-0813 （後発調１）第2771号      平成28年 4月 1日
     戸薬218 舞岡店 横浜市戸塚区舞岡町３６０５
     045-820-3939  (045-820-3938)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270108,226.2 みらい薬局　汲沢店 〒245-0062 （後発調１）第3543号      平成28年 7月 1日
     戸薬226 横浜市戸塚区汲沢町４７４－４
     045-392-7390  (045-392-7391)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271108,232.0 株式会社　大島薬局大〒245-0063 （後発調１）第3058号      平成28年 4月 1日
     戸薬232 正店 横浜市戸塚区原宿４－１６－２
     045-390-0917  (045-390-0918)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272108,236.1 ドラッグセイムス東戸〒244-0805 （後発調１）第4473号      平成30年 2月 1日
     戸薬236 塚駅前薬局 横浜市戸塚区川上町９０－１アッ
     プル東戸塚ビル１Ｆ
     045-828-2620  (045-828-2623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273108,238.7 コマファーマ 〒245-0061 （後発調１）第2364号      平成28年 4月 1日
     戸薬238 横浜市戸塚区汲沢１－１－１５
     045-443-5290  (045-443-5291)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274108,239.5 チェリー薬局 〒244-0003 （後発調１）第3661号      平成28年 8月 1日
     戸薬239 横浜市戸塚区戸塚町１６－７加藤
     ビル２Ｆ
     045-392-9966  (045-392-7466)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  275108,241.1 クオール薬局トツカー〒244-0003 （後発調１）第3544号      平成28年 7月 1日
     戸薬241 ナ店 横浜市戸塚区戸塚町１６－１　戸
     塚西口共同ビル　Ｂ４０７
     045-881-0845  (045-864-7709)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  276108,247.8 フィットケアエクスプ〒244-0801 （後発調１）第3306号      平成28年 5月 1日
     戸薬247 レス東戸塚店薬局 横浜市戸塚区品濃町５１５－１ニ
     ューシティ東戸塚南の街１号館１
     ０７号室
     045-828-4552  (045-828-4553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277114,001.1 ひばり薬局　葉山店 〒240-0111 （後発調１）第4372号      平成29年 8月21日
     三浦薬4001 三浦郡葉山町一色２１５４－２
     046-876-4200  (046-876-4250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  278118,015.7 有限会社橘薬局向原店〒240-0112 （後発調１）第2366号      平成28年 4月 1日
     三浦薬15 三浦郡葉山町堀内１８１８
     046-876-3920  (0468-76-3949)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279118,019.9 葉山ひかり薬局一号店〒240-0111 （後発調１）第2367号      平成28年 4月 1日
     三浦薬19 三浦郡葉山町一色１７３６－２
     046-877-1251  (046-877-1252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280118,020.7 葉山ひかり薬局二号店〒240-0111 （後発調１）第2368号      平成28年 4月 1日
     三浦薬20 三浦郡葉山町一色１７１８
     046-887-0581  (046-887-0778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281120,023.7 佐久間薬局 〒253-0112 （後発調１）第2278号      平成28年 4月 1日
     高座薬23 高座郡寒川町中瀬１９－２
     0467-74-1493  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282124,004.3 ハックドラッグ寒川駅〒253-0103 （後発調１）第4313号      平成29年 9月 1日
     高座薬4004 前薬局 高座郡寒川町小谷５７
     0467-74-0135  (0467-74-0108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283128,027.0 株式会社　アサヒファ〒253-0106 （後発調１）第3998号      平成29年 2月 1日
     高座薬27 ーマシー　一之宮薬局高座郡寒川町宮山１７８－３
     0467-73-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284128,028.8 旭が丘薬局 〒253-0106 （後発調１）第2776号      平成28年 4月 1日
     高座薬28 高座郡寒川町宮山３０１８－６
     0467-73-5232  (0467-73-5232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285128,034.6 寒川ひかり薬局 〒253-0101 （後発調１）第2279号      平成28年 4月 1日
     高座薬34 高座郡寒川町倉見１７４４－１
     0467-72-6080  (0467-72-6081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  286128,043.7 株式会社　アサヒファ〒253-0106 （後発調１）第3944号      平成29年 1月 1日
     高座薬43 ーマシー　寒川薬局 高座郡寒川町宮山１９９－１
     0467-84-9020  (0467-84-9021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  287128,045.2 寒川駅前薬局 〒253-0105 （後発調１）第2369号      平成28年 4月 1日
     高座薬45 高座郡寒川町岡田１－４－３
     0467-84-7992  (0467-84-7992)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288134,002.5 三愛薬局 〒259-0123 （後発調１）第3437号      平成28年 6月 1日
     中郡薬4002 中郡二宮町二宮８２１－１０
     0463-70-3115  (0463-70-3731)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289138,042.7 ファイン薬局 〒259-0133 （後発調１）第4384号      平成29年11月 1日
     中郡薬42 中郡二宮町百合が丘２－３－１
     0463-70-1193  (0463-70-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290138,043.5 たまご薬局 〒259-0123 （後発調１）第3899号      平成28年12月 1日
     中郡薬43 中郡二宮町二宮１１３３
     0463-71-7803  (0463-71-7803)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291138,044.3 あい薬局 〒259-0133 （後発調１）第3438号      平成28年 6月 1日
     中郡薬44 中郡二宮町百合が丘１－１－２
     0463-73-0120  (0463-73-0120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  292138,059.1 二宮調剤・サンワ薬局〒259-0133 （後発調１）第2779号      平成28年 4月 1日
     中郡薬59 中郡二宮町百合が丘３－１－６
     0463-71-8273  (0463-71-9122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293138,062.5 栄進　おおいそ薬局 〒259-0112 （後発調１）第3396号      平成28年 6月 1日
     中郡薬62 中郡大磯町国府新宿５２８
     0463-70-1126  (0463-70-1127)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294144,006.4 吉田島薬局 〒258-0021 （後発調１）第2444号      平成28年 4月 1日
     足上薬4006 足柄上郡開成町吉田島３７０
     0465-82-9997  (0465-82-9998)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295148,035.9 イヌイ薬局新松田支店〒258-0003 （後発調１）第2146号      平成28年 4月 1日
     足上薬35 足柄上郡松田町松田惣領８９５－
     ２
     0465-85-6650  (0465-85-6651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  296148,040.9 太陽薬局 〒258-0111 （後発調１）第2280号      平成28年 4月 1日
     足上薬40 足柄上郡山北町向原１５０
     0465-79-0777  (0465-79-0888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297148,042.5 プライム薬局 〒258-0021 （後発調１）第2445号      平成28年 4月 1日
     足上薬42 足柄上郡開成町吉田島４３２０－
     １
     0465-85-0331  (0465-85-0332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  298148,045.8 ゆめ薬局 〒259-0153 （後発調１）第3440号      平成28年 6月 1日
     足上薬45 足柄上郡中井町比奈窪９３－１
     0465-80-0117  (0465-80-0118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299148,060.7 アイアイ薬局 〒258-0026 （後発調１）第3064号      平成28年 4月 1日
     足上薬60 足柄上郡開成町延沢８６３－１－
     １０２
     0465-85-1311  (0465-85-1310)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300150,018.0 有限会社吉田薬局 〒259-0201 （後発調１）第4098号      平成29年 4月 1日
     足下薬18 足柄下郡真鶴町真鶴７１４
     0465-68-0746  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  301154,001.2 まごころ薬局　ゆがわ〒259-0303 （後発調１）第3442号      平成28年 6月 1日
     足下薬4001 ら店 足柄下郡湯河原町土肥２－５－１
     ４
     0465-43-7790  (0465-43-7790)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  302154,004.6 ハックドラッグ湯河原〒259-0303 （後発調１）第4256号      平成29年 7月 1日
     足下薬4004 薬局 足柄下郡湯河原町土肥５－８－２
     0465-60-1889  (0465-60-1871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303158,043.0 有限会社アポテックハ〒250-0311 （後発調１）第2202号      平成28年 4月 1日
     足下薬43 コネ薬局 足柄下郡箱根町湯本６１１
     0460-86-4323  (0460-86-4322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  304158,047.1 湯河原中央調剤薬局 〒259-0303 （後発調１）第3065号      平成28年 4月 1日
     足下薬47 足柄下郡湯河原町土肥４－１－１
     ３
     0465-64-0838  (0465-64-0838)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305158,050.5 つばめ薬局 〒259-0302 （後発調１）第2780号      平成28年 4月 1日
     足下薬50 足柄下郡湯河原町門川４４１－１
     0465-42-9015  (0465-42-9016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306160,004.8 オガタ薬局 〒243-0303 （後発調１）第3853号      平成28年11月 1日
     愛薬4 愛甲郡愛川町中津７４７８－１０
     0462-86-4953  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307164,001.0 ヤマグチ薬局中津店 〒243-0303 （後発調１）第2282号      平成28年 4月 1日
     愛薬4001 愛甲郡愛川町中津１７１８－１０
     046-284-2611  (046-284-2612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308168,010.7 みのわ薬局 〒243-0301 （後発調１）第3444号      平成28年 6月 1日
     愛薬10 愛甲郡愛川町角田２７４－３
     046-286-1350  (046-286-1350)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  309168,013.1 オガタ薬局春日台店 〒243-0303 （後発調１）第2284号      平成28年 4月 1日
     愛薬13 愛甲郡愛川町中津１８１４－２
     046-286-5055  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310168,016.4 愛川薬局 〒243-0301 （後発調１）第3445号      平成28年 6月 1日
     愛薬16 愛甲郡愛川町角田２８９－１
     046-285-9333  (046-285-9500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311190,028.1 有限会社　松本薬局 〒237-0063 （後発調１）第2370号      平成28年 4月 1日
     横須薬28 横須賀市追浜東町３－４２
     0468-65-3410  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  312190,057.0 有限会社石黒薬局 〒238-0042 （後発調１）第3752号      平成28年10月 1日
     横須薬57 横須賀市汐入町２－３７
     046-822-0807  (046-822-0887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313190,129.7 いがらし薬局 〒239-0844 （後発調１）第2558号      平成28年 4月 1日
     横須薬129 横須賀市岩戸３－２７－８
     0468-49-2636  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  314190,148.7 有限会社　小磯薬局 〒239-0813 （後発調１）第3446号      平成28年 6月 1日
     横須薬148 横須賀市鴨居２－７８－１１
     046-843-6881  (046-843-4666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315190,152.9 有限会社あい薬局 〒238-0043 （後発調１）第2559号      平成28年 4月 1日
     横須薬152 横須賀市坂本町２－３１
     0468-27-1241  (0468-27-1260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316190,154.5 ささき薬局 〒239-0801 （後発調１）第3307号      平成28年 5月 1日
     横須薬154 横須賀市馬堀海岸２－２７－６
     0468-43-2059  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317190,165.1 岩戸薬局 〒239-0844 （後発調１）第2203号      平成28年 4月 1日
     横須薬165 横須賀市岩戸２－１７－５
     046-849-0445  (046-849-4329)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318190,166.9 クリタ調剤薬局 〒238-0017 （後発調１）第2783号      平成28年 4月 1日
     横須薬166 横須賀市上町２－２０
     046-822-0237  (046-824-7781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319190,173.5 湘南調剤薬局 〒238-0022 （後発調１）第2204号      平成28年 4月 1日
     横須薬173 横須賀市公郷町１－５３－４６
     046-851-0815  (046-851-1724)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320190,186.7 有限会社タイヨー薬局〒238-0035 （後発調１）第2286号      平成28年 4月 1日
     横須薬186 横須賀市池上２－１０－１４
     046-852-6425  (046-852-6810)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  321190,187.5 有限会社関口調剤薬局〒238-0017 （後発調１）第3662号      平成28年 8月 1日
     横須薬187 支店 横須賀市上町２－２０
     0468-26-2350  (0468-26-2301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322190,200.6 マルフジ鶴見薬局 〒237-0076 （後発調１）第3068号      平成28年 4月 1日
     横須薬200 横須賀市船越町１－４３
     046-884-1606  (046-884-1607)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323190,201.4 いづく米田薬局 〒239-0824 （後発調１）第3780号      平成28年10月 1日
     横須薬201 横須賀市西浦賀１－６－１３
     0468-41-0122  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  324190,222.0 スイートドラッグみや〒239-0841 （後発調１）第3397号      平成28年 6月 1日
     横須薬222 がわ薬局 横須賀市野比１－８－２２
     046-849-4234  (046-849-8996)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  325190,224.6 有限会社関口調剤薬局〒238-0017 （後発調１）第3546号      平成28年 7月 1日
     横須薬224 横須賀市上町２－３
     046-824-5885  (046-824-9795)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  326190,237.8 永光薬品株式会社　永〒237-0068 （後発調１）第2784号      平成28年 4月 1日
     横須薬237 光薬局 横須賀市追浜本町２－３１－２９
     046-866-6044  (046-865-4161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327190,255.0 タカヤマ薬局京急久里〒239-0831 （後発調１）第4000号      平成29年 2月 1日
     横須薬255 浜西口店 横須賀市久里浜１－５－９あずさ
     わビル１階
     046-837-1102  (046-835-5788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328190,261.8 （有）タケヤマ　武山〒240-0101 （後発調１）第2372号      平成28年 4月 1日
     横須薬261 薬局西部店 横須賀市長坂３－３－６
     046-856-5500  (046-856-6555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  329190,271.7 たちばな薬局荒巻店 〒239-0822 （後発調１）第3547号      平成28年 7月 1日
     横須薬271 横須賀市浦賀町５－４－３　渡辺
     ハイツ１Ｆ
     046-842-1147  (046-844-6234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330194,002.2 つばめ薬局 〒238-0008 （後発調１）第3846号      平成28年11月 1日
     横須薬4002 横須賀市大滝町２－４－５
     046-824-7412  (046-824-7413)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331194,003.0 共創未来　横須賀中央〒238-0007 （後発調１）第3900号      平成28年12月 1日
     横須薬4003 駅前薬局 横須賀市若松町３－９
     046-827-1281  (046-827-1282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  332194,004.8 共創未来　逸見薬局 〒238-0046 （後発調１）第2785号      平成28年 4月 1日
     横須薬4004 横須賀市西逸見町１－５
     046-826-3460  (046-825-2458)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  333194,009.7 汐入薬局 〒238-0042 （後発調１）第4001号      平成29年 2月 1日
     横須薬4009 横須賀市汐入町２－３９
     046-827-2267  (046-827-2340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334194,017.0 かもめ団地内薬局 〒239-0813 （後発調１）第2205号      平成28年 4月 1日
     横須薬4017 横須賀市鴨居２－８０－３８
     046-845-9277  (046-845-9278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  335194,018.8 千種薬局北久里浜駅前〒239-0807 （後発調１）第3901号      平成28年12月 1日
     横須薬4018 店 横須賀市根岸町２－２２－８第壱
     赤坂ビル１Ｆ
     046-876-5333  (046-876-5341)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  336194,020.4 マルフジ鶴見薬局駅前〒237-0076 （後発調１）第3854号      平成28年11月 1日
     横須薬4020 店 横須賀市船越町５－４－４
     046-874-6696  (046-874-6696)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337194,021.2 久里浜スマイル薬局 〒239-0831 （後発調１）第4269号      平成29年 8月 1日
     横須薬4021 横須賀市久里浜１－５－１６第１
     ０臼井ビル１Ｆ
     046-835-8887  (046-835-8886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338194,027.9 たけまつ薬局 〒238-0313 （後発調１）第3447号      平成28年 6月 1日
     横須薬4027 横須賀市武３－５－３４
     046-855-0255  (046-855-0288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339194,033.7 ココカラファイン薬局〒238-0008 （後発調１）第3448号      平成28年 6月 1日
     横須薬4033 リドレ横須賀店 横須賀市大滝町２－６
     046-828-5130  (046-828-5131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340194,038.6 ハックドラッグ久里浜〒239-0831 （後発調１）第3810号      平成28年 9月 1日
     横須薬4038 薬局 横須賀市久里浜２－１８－１５
     046-834-2289  (046-834-2294)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341194,040.2 ハックドラッグ横須賀〒238-0007 （後発調１）第3812号      平成28年 9月 1日
     横須薬4040 中央薬局 横須賀市若松町２－４　田丸屋ビ
     ル
     046-827-8912  (046-827-8913)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342194,041.0 ハックドラッグ汐入薬〒238-0042 （後発調１）第4502号      平成30年 3月 1日
     横須薬4041 局 横須賀市汐入町２－７－１
     046-828-8975  (046-828-8976)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  343194,042.8 イオン薬局久里浜店 〒239-0831 （後発調１）第3855号      平成28年11月 1日
     横須薬4042 横須賀市久里浜５－１３－１
     046-838-5240  (046-838-5241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344198,278.4 サカイヤ薬局追浜駅前〒237-0064 （後発調１）第3945号      平成29年 1月 1日
     横須薬278 店 横須賀市追浜町３－８
     046-866-2816  (046-866-2862)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345198,283.4 こぐま薬局公郷店 〒238-0022 （後発調１）第2148号      平成28年 4月 1日
     横須薬283 横須賀市公郷町２－１３－４
     0468-53-3121  (046-853-3121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  346198,293.3 フレンド薬局 〒239-0831 （後発調１）第3946号      平成29年 1月 1日
     横須薬293 横須賀市久里浜１－３－１８
     046-833-0038  (046-833-0083)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347198,294.1 さつき薬局 〒238-0006 （後発調１）第2561号      平成28年 4月 1日
     横須薬294 横須賀市日の出町１－７
     0468-20-3107  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348198,299.0 有限会社アオイ薬局 〒239-0843 （後発調１）第3641号      平成28年 8月 1日
     横須薬299 横須賀市津久井２－１７－２４
     046-848-5747  (046-847-0745)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349198,306.3 タカヤマ調剤薬局久里〒239-0831 （後発調１）第4385号      平成29年11月 1日
     横須薬306 浜５丁目店 横須賀市久里浜５－１１－５
     046-835-3318  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350198,307.1 クローバー薬局 〒237-0068 （後発調１）第2373号      平成28年 4月 1日
     横須薬307 横須賀市追浜本町１－２３－６
     046-869-1275  (046-869-1276)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351198,311.3 株式会社シフト　つつ〒238-0313 （後発調１）第4474号      平成30年 2月 1日
     横須薬311 じ調剤薬局 横須賀市武４－４０－４木村ビル
     １Ｆ
     046-855-3102  (046-855-3103)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  352198,327.9 すずき薬局 〒239-0814 （後発調１）第2447号      平成28年 4月 1日
     横須薬327 横須賀市二葉２－１０－３
     0468-46-5579  (0468-46-5625)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353198,351.9 アシナ薬局 〒240-0104 （後発調１）第2448号      平成28年 4月 1日
     横須薬351 横須賀市芦名１－６－３７
     046-856-0027  (046-856-0027)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  354198,359.2 なぎさ薬局上町店 〒238-0017 （後発調１）第2790号      平成28年 4月 1日
     横須薬359 横須賀市上町２－７－４
     046-828-5335  (046-828-5334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355198,366.7 はま薬局 〒239-0831 （後発調１）第4131号      平成29年 4月 1日
     横須薬366 横須賀市久里浜４－８－１６
     046-837-8090  (046-837-8090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  356198,379.0 コスモ薬局野比店 〒239-0841 （後発調１）第2374号      平成28年 4月 1日
     横須薬379 横須賀市野比１－４２－４８
     046-839-2655  (046-839-2656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357198,386.5 湘南山手薬局 〒239-0804 （後発調１）第2792号      平成28年 4月 1日
     横須薬386 横須賀市吉井３－１３－１
     046-833-4408  (046-833-4408)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358198,396.4 千種薬局　長沢店 〒239-0842 （後発調１）第3663号      平成28年 8月 1日
     横須薬396 横須賀市長沢１－３３－８　ルビ
     エーヌ長沢Ａ
     046-848-9077  (046-848-9088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359198,406.1 クリエイト薬局　横須〒238-0311 （後発調１）第4503号      平成30年 3月 1日
     横須薬406 賀林店 横須賀市太田和１－１－８浅葉ク
     リニックビル１Ｆ
     046-855-0281  (046-855-0282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360198,408.7 ウイン調剤薬局　衣笠〒238-0031 （後発調１）第3693号      平成28年 9月 1日
     横須薬408 店 横須賀市衣笠栄町２－６６－３
     046-827-7703  (046-827-7704)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  361198,414.5 インテル　みかさ薬局〒238-0008 （後発調１）第2287号      平成28年 4月 1日
     横須薬414 横須賀市大滝町１－２１ジュネス
     横須賀１Ｆ
     046-828-8121  (046-828-8122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362198,419.4 関東調剤薬局 〒238-0011 （後発調１）第2149号      平成28年 4月 1日
     横須薬419 横須賀市米が浜通１－１８
     046-829-0885  (046-829-0886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363198,436.8 新成薬局　きぬがさ店〒238-0026 （後発調１）第3856号      平成28年11月 1日
     横須薬436 横須賀市小矢部２－２５－１４
     046-876-5351  (046-876-5352)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  364198,439.2 さくら薬局 〒239-0831 （後発調１）第2795号      平成28年 4月 1日
     横須薬439 横須賀市久里浜１－１１－７
     046-838-5189  (046-838-5190)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  365198,444.2 ひばり薬局　追浜店 〒237-0068 （後発調１）第3548号      平成28年 7月 1日
     横須薬444 横須賀市追浜本町１－２８－５サ
     ンビーチ追浜４Ｆ
     046-869-0075  (046-869-0076)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366198,446.7 新成薬局　本町店 〒238-0041 （後発調１）第3857号      平成28年11月 1日
     横須薬446 横須賀市本町１－１１－４
     046-876-8261  (046-876-8262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367198,452.5 クリエイト薬局　横須〒238-0031 （後発調１）第4058号      平成29年 3月 1日
     横須薬452 賀衣笠店 横須賀市衣笠栄町１－１２　モン
     テエスカリエ　１Ｆ
     046-850-5275  (046-850-5277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  368198,457.4 セブンス薬局　馬堀店〒239-0802 （後発調１）第2206号      平成28年 4月 1日
     横須薬457 横須賀市馬堀町３－２－１２
     046-874-7774  (046-874-7776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369198,460.8 マリン調剤薬局 〒239-0841 （後発調１）第2562号      平成28年 4月 1日
     横須薬460 横須賀市野比１－２５－５　荒井
     ビル１Ｆ
     046-849-0963  (046-849-0964)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  370198,464.0 徳永薬局　横須賀店 〒238-0315 （後発調１）第3449号      平成28年 6月 1日
     横須薬464 横須賀市林５－８－２５
     046-876-8091  (046-876-8092)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371198,467.3 新成薬局長坂店 〒240-0101 （後発調１）第3081号      平成28年 4月 1日
     横須薬467 横須賀市長坂３－３－９
     0468-76-7440  (0468-76-7441)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  372198,469.9 クリエイト薬局横須賀〒239-0807 （後発調１）第3903号      平成28年12月 1日
     横須薬469 根岸町店 横須賀市根岸町３－１６－３５
     046-838-6227  (046-838-6228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373198,474.9 新成薬局本店 〒238-0011 （後発調１）第3549号      平成28年 7月 1日
     横須薬474 横須賀市米が浜通１－１７ＹＭＢ
     ＬＤＧ
     046-820-1510  (046-820-1513)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374198,479.8 クリエイト薬局横須賀〒239-0813 （後発調１）第3450号      平成28年 6月 1日
     横須薬479 鴨居店 横須賀市鴨居２－６－１
     046-846-2266  (046-846-2267)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375200,023.0 有限会社ハマタケ薬局〒254-0822 （後発調１）第2563号      平成28年 4月 1日
     平薬23 平塚市菫平１９－２４
     0463-31-2730  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  376200,024.8 有限会社日新堂薬局 〒254-0811 （後発調１）第2151号      平成28年 4月 1日
     平薬24 平塚市八重咲町５－１
     0463-21-1450  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  377200,025.5 有限会社　諏訪薬局 〒254-0036 （後発調１）第2208号      平成28年 4月 1日
     平薬25 平塚市宮松町１番１０号
     0463-21-2393  (0463-21-2393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  378200,028.9 有限会社稲元薬局 〒254-0052 （後発調１）第3633号      平成28年 8月 1日
     平薬28 平塚市平塚４丁目２番３号
     0463-31-1830  (0463-35-6451)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  379200,038.8 みやま薬局　本店 〒254-0821 （後発調１）第2375号      平成28年 4月 1日
     平薬38 平塚市黒部丘２－５２
     0463-31-4703  (0463-36-2641)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  380200,043.8 サイトウ薬局 〒254-0073 （後発調１）第2797号      平成28年 4月 1日
     平薬43 平塚市西八幡２－１０－３５
     0463-22-0086  (0463-22-0906)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381200,057.8 西口薬局 〒254-0043 （後発調１）第2152号      平成28年 4月 1日
     平薬57 平塚市紅谷町１４－２４
     0463-21-6985  (0463-21-6985)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  382200,103.0 ひかり薬局 〒254-0824 （後発調１）第2564号      平成28年 4月 1日
     平薬103 平塚市花水台２９－８
     0463-31-3883  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383200,111.3 カネコ薬局 〒254-0077 （後発調１）第2150号      平成28年 4月 1日
     平薬111 平塚市東中原１－１５－７
     0463-32-7703  (0463-36-6235)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  384200,116.2 有限会社　ユーコー調〒254-0043 （後発調１）第4133号      平成29年 4月 1日
     平薬116 剤薬局 平塚市紅谷町１６－７
     0463-24-3882  (0463-22-2585)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385200,118.8 調剤今井薬局 〒254-0045 （後発調１）第4002号      平成29年 2月 1日
     平薬118 平塚市見附町３－８
     0463-35-4717  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  386200,120.4 株式会社アサヒファー〒254-0062 （後発調１）第3082号      平成28年 4月 1日
     平薬120 マシー追分薬局 平塚市富士見町８－４６
     0463-35-4711  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  387200,126.1 東明薬局平塚店 〒254-0047 （後発調１）第2210号      平成28年 4月 1日
     平薬126 平塚市追分８－７
     0463-33-4976  (0463-33-7187)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  388204,005.3 アーク薬局　センター〒254-0035 （後発調１）第3645号      平成28年 8月 1日
     平薬4005 店 平塚市宮の前３－９－１０３
     0463-86-6770  (0463-86-6766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  389204,006.1 くるみ薬局 〒254-0065 （後発調１）第3636号      平成28年 8月 1日
     平薬4006 平塚市南原１－２５－５
     0463-79-8803  (0463-79-8804)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390204,009.5 クリエイト薬局平塚根〒254-0904 （後発調１）第3829号      平成28年 9月 1日
     平薬4009 坂間店 平塚市根坂間２５２
     0463-37-3585  (0463-37-3586)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  391204,018.6 快心堂薬局 〒254-0046 （後発調１）第3502号      平成28年 5月 1日
     平薬4018 平塚市立野町４０－１０
     0463-33-4668  (0463-33-4668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392204,020.2 ナカジマ薬局　ららぽ〒254-8510 （後発調１）第4436号      平成30年 1月 1日
     平薬4020 ーと湘南平塚 平塚市天沼１０－１　ららぽーと
     湘南平塚
     0463-79-5215  (0463-79-5216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  393204,026.9 なかざと薬局 〒254-0054 （後発調１）第4300号      平成29年 8月 1日
     平薬4026 平塚市中里２１－３０
     0463-36-8020  (0463-36-8030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394208,131.3 望星平塚薬局 〒254-0062 （後発調１）第2565号      平成28年 4月 1日
     平薬131 平塚市富士見町８－４４
     0463-33-1193  (0463-33-1200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  395208,137.0 富士見薬局　中原店 〒254-0075 （後発調１）第2381号      平成28年 4月 1日
     平薬137 平塚市中原３－１７－７
     0463-33-7321  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396208,147.9 サカエ薬局 〒254-0811 （後発調１）第2380号      平成28年 4月 1日
     平薬147 平塚市八重咲町１５－２０
     0463-24-3677  (0463-24-3677)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  397208,164.4 東銀座薬局　真土支店〒254-0018 （後発調１）第3509号      平成28年 7月 1日
     平薬164 平塚市東真土４－９－３１
     0463-51-5850  (0463-51-5851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  398208,166.9 昌平堂薬局 〒254-0813 （後発調１）第3629号      平成28年 8月 1日
     平薬166 平塚市袖ケ浜１４－１６
     0463-21-3336  (0463-24-5440)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  399208,168.5 みつばち薬局平塚店 〒254-0019 （後発調１）第2800号      平成28年 4月 1日
     平薬168 平塚市西真土１－７－２１
     0463-55-5282  (0463-55-5282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400208,170.1 アプリ薬局 〒254-0075 （後発調１）第3451号      平成28年 6月 1日
     平薬170 平塚市中原１－１５－１４
     0463-33-7980  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401208,172.7 中原薬局 〒254-0075 （後発調１）第2566号      平成28年 4月 1日
     平薬172 平塚市中原２－４－４５
     0463-30-0525  (0463-30-0525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  402208,177.6 アイリス薬局 〒254-0052 （後発調１）第2156号      平成28年 4月 1日
     平薬177 平塚市平塚５－２２－３２
     0463-34-0039  (0463-34-0097)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  403208,178.4 みやま薬局　平塚２丁〒254-0052 （後発調１）第2382号      平成28年 4月 1日
     平薬178 目店 平塚市平塚２－１２－１３
     0463-36-3681  (0463-36-3681)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404208,179.2 こぐま薬局 〒254-0074 （後発調１）第3087号      平成28年 4月 1日
     平薬179 平塚市大原３－３１
     0463-37-4404  (0463-37-4406)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405208,182.6 きく薬局 〒254-0014 （後発調１）第4437号      平成30年 1月 1日
     平薬182 平塚市四之宮５－２０－３
     0463-51-4127  (0463-51-4128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  406208,194.1 クリエイト薬局　平塚〒259-1216 （後発調１）第4352号      平成29年10月 1日
     平薬194 入野店 平塚市入野１４７－３
     0463-37-3950  (0463-37-3955)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  407208,203.0 シオン薬局　諏訪店 〒254-0063 （後発調１）第2803号      平成28年 4月 1日
     平薬203 平塚市諏訪町２５－９
     0463-32-5740  (0463-32-5745)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408208,209.7 メディスンショップ　〒254-0018 （後発調１）第3551号      平成28年 7月 1日
     平薬209 湘南平塚真土薬局 平塚市東真土４－９－２８
     0463-54-7168  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409208,212.1 アプリ薬局　海岸店 〒254-0814 （後発調１）第2451号      平成28年 4月 1日
     平薬212 平塚市龍城ケ丘３－３８
     0463-71-6358  (0463-71-6359)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  410208,215.4 みやま薬局　支店 〒254-0035 （後発調１）第2384号      平成28年 4月 1日
     平薬215 平塚市宮の前７－２
     0463-20-5727  (0463-20-5728)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  411208,219.6 クリエイト薬局　平塚〒254-0055 （後発調１）第3090号      平成28年 4月 1日
     平薬219 桜ヶ丘店 平塚市上平塚１－７０
     0463-37-4534  (0463-37-4535)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  412210,005.5 有限会社早川薬局 〒248-0016 （後発調１）第2386号      平成28年 4月 1日
     鎌薬5 鎌倉市長谷２－１５－２０
     0467-22-0010  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  413210,065.9 有限会社　吉野十全堂〒248-0016 （後発調１）第2570号      平成28年 4月 1日
     鎌薬65 薬局 鎌倉市長谷１－２－４
     0467-22-2184  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  414210,084.0 後藤メディカルファー〒247-0056 （後発調１）第2387号      平成28年 4月 1日
     鎌薬84 マシー 鎌倉市大船１－２３－３１
     0467-45-1414  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  415210,097.2 薬樹薬局　北山 〒247-0056 （後発調１）第3093号      平成28年 4月 1日
     鎌薬97 鎌倉市大船２－１７－２３増田ビ
     ル１Ｆ
     0467-46-4410  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  416210,104.6 すみれ中央薬局鎌倉店〒248-0027 （後発調１）第3782号      平成28年10月 1日
     鎌薬104 鎌倉市笛田２－１－４０
     0467-32-6080  (0467-32-6082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417214,000.2 クリエイト薬局鎌倉玉〒247-0071 （後発調１）第3308号      平成28年 5月 1日
     鎌薬4000 縄店 鎌倉市玉縄１－１６－１
     0467-42-7750  (0467-42-7751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418214,001.0 共創未来　鎌倉小町薬〒248-0006 （後発調１）第2804号      平成28年 4月 1日
     鎌薬4001 局 鎌倉市小町１－６－５　小町第２
     ビル
     0467-61-0420  (0467-61-0430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419214,003.6 グリーン薬局　大船中〒247-0056 （後発調１）第4059号      平成29年 3月 1日
     鎌薬4003 央店 鎌倉市大船２－１４－２１
     0467-46-2030  (0467-46-2588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  420214,004.4 でんえん調剤薬局　山〒247-0066 （後発調１）第3309号      平成28年 5月 1日
     鎌薬4004 崎店 鎌倉市山崎１１９５－１
     0467-46-1205  (0467-46-1206)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  421214,005.1 でんえん調剤薬局 〒247-0072 （後発調１）第3552号      平成28年 7月 1日
     鎌薬4005 鎌倉市岡本１１８８－１
     0467-42-6371  (0467-42-6377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  422214,006.9 田園薬局 〒247-0056 （後発調１）第4438号      平成30年 1月 1日
     鎌薬4006 鎌倉市大船１－１０－１６
     0467-43-2330  (0467-42-0337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  423214,007.7 ユキ薬局　玉縄店 〒247-0071 （後発調１）第2806号      平成28年 4月 1日
     鎌薬4007 鎌倉市玉縄１－１－２９
     0467-48-6652  (0467-48-6653)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424214,008.5 田園薬局仲通店 〒247-0056 （後発調１）第3858号      平成28年11月 1日
     鎌薬4008 鎌倉市大船１－１２－１１
     0467-40-2042  (0467-40-2043)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  425214,010.1 こぶくろや薬局 〒247-0055 （後発調１）第3310号      平成28年 5月 1日
     鎌薬4010 鎌倉市小袋谷２－１７－７
     0467-43-2170  (0467-43-2170)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426214,014.3 ファーマみらい湘南岡〒247-0072 （後発調１）第2808号      平成28年 4月 1日
     鎌薬4014 本薬局 鎌倉市岡本１３４３－５
     0467-55-9851  (0467-55-9852)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427214,015.0 ファーマみらい由比ヶ〒248-0014 （後発調１）第2809号      平成28年 4月 1日
     鎌薬4015 浜薬局 鎌倉市由比ガ浜２－６－２０第二
     田中ビル１Ｆ　１０１
     0467-38-8651  (0467-38-8653)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  428214,016.8 クリエイト薬局鎌倉材〒248-0013 （後発調１）第4387号      平成29年11月 1日
     鎌薬4016 木座店 鎌倉市材木座５－７－６
     0467-60-4341  (0467-60-4342)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  429214,017.6 オリーブ薬局 〒247-0053 （後発調１）第3904号      平成28年12月 1日
     鎌薬4017 鎌倉市今泉台４－２０－３
     0467-40-5560  (0467-40-5561)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  430214,021.8 ふじみ薬局　２号店 〒247-0056 （後発調１）第3555号      平成28年 7月 1日
     鎌薬4021 鎌倉市大船３－６－２　新道ビル
     １Ｆ
     0467-38-7955  (0467-38-7956)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431214,022.6 ハックドラッグ鎌倉調〒248-0006 （後発調１）第4408号      平成29年12月 1日
     鎌薬4022 剤薬局 鎌倉市小町１－５－２１　２Ｆ
     0467-61-1789  (0467-61-1790)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432214,023.4 ハックドラッグ鎌倉薬〒248-0006 （後発調１）第3813号      平成28年 9月 1日
     鎌薬4023 局 鎌倉市小町１－５－２１　１Ｆ
     0467-60-1312  (0467-24-2411)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  433214,027.5 クリエイト薬局鎌倉大〒247-0056 （後発調１）第4504号      平成30年 3月 1日
     鎌薬4027 船店 鎌倉市大船４－１７－１８
     0467-42-7275  (0467-42-7276)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434218,117.0 ソニア調剤薬局 〒248-0012 （後発調１）第2811号      平成28年 4月 1日
     鎌薬117 鎌倉市御成町４－１６
     0467-23-5959  (0467-23-2888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  435218,125.3 有限会社　ふじみ薬局〒247-0055 （後発調１）第4004号      平成29年 2月 1日
     鎌薬125 鎌倉市小袋谷１－１－１
     0467-45-9468  (0467-45-9488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436218,127.9 鎌倉調剤薬局 〒248-0006 （後発調１）第2291号      平成28年 4月 1日
     鎌薬127 鎌倉市小町２－１４－９
     0467-24-5911  (0467-24-5911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  437218,128.7 すばる中央薬局大船店〒247-0056 （後発調１）第4134号      平成29年 4月 1日
     鎌薬128 鎌倉市大船４－１８－６宮地ビル
     １Ａ
     0467-48-5855  (0467-48-5836)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  438218,132.9 鎌倉若竹薬局 〒248-0006 （後発調１）第3905号      平成28年12月 1日
     鎌薬132 鎌倉市小町２－１３－５
     0467-23-6527  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  439218,141.0 シーガル調剤薬局 〒248-0013 （後発調１）第3667号      平成28年 8月 1日
     鎌薬141 鎌倉市材木座１－７－２５
     0467-25-6660  (0467-25-6623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440218,147.7 北鎌倉薬局 〒247-0062 （後発調１）第3453号      平成28年 6月 1日
     鎌薬147 鎌倉市山ノ内１３３７－５
     0467-61-4177  (0467-61-4178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441218,148.5 クララ調剤薬局 〒247-0061 （後発調１）第3694号      平成28年 9月 1日
     鎌薬148 鎌倉市台５－２－３１
     0467-44-1189  (0467-44-1989)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  442218,150.1 十二所薬局 〒248-0001 （後発調１）第2157号      平成28年 4月 1日
     鎌薬150 鎌倉市十二所６－１
     0467-61-3775  (0467-61-3776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  443218,152.7 アプリ薬局大船店 〒247-0056 （後発調１）第2454号      平成28年 4月 1日
     鎌薬152 鎌倉市大船２－２６－２２
     0467-47-6939  (0467-47-6940)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  444218,158.4 すばる中央薬局腰越店〒248-0033 （後発調１）第3668号      平成28年 8月 1日
     鎌薬158 鎌倉市腰越４－８－１
     0467-38-1601  (0467-38-1602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  445218,161.8 マリン薬局鎌倉手広店〒248-0027 （後発調１）第3631号      平成28年 8月 1日
     鎌薬161 鎌倉市笛田１－８－１
     0467-32-2737  (0467-32-2708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  446218,168.3 テル薬局 〒248-0014 （後発調１）第4099号      平成29年 4月 1日
     鎌薬168 鎌倉市由比ガ浜３－１１－４１
     0467-61-1232  (0467-61-1233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  447218,171.7 マリン薬局　梶原店 〒247-0063 （後発調１）第2292号      平成28年 4月 1日
     鎌薬171 鎌倉市梶原３－１２－５
     0467-38-3088  (0467-45-3015)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  448218,174.1 あおば薬局 〒248-0005 （後発調１）第3695号      平成28年 9月 1日
     鎌薬174 鎌倉市雪ノ下３－１－３２
     0467-23-5494  (0467-23-5494)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  449218,180.8 チバ薬局 〒248-0003 （後発調１）第2114号      平成28年 4月 1日
     鎌薬180 鎌倉市浄明寺３－７－４３
     0467-22-4380  (0467-23-6429)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450218,182.4 オレンジ薬局鎌倉店 〒248-0011 （後発調１）第4439号      平成30年 1月 1日
     鎌薬182 鎌倉市扇ガ谷１－８－９鎌工会館
     ビル１０８号
     0467-61-2312  (0467-61-2317)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451218,191.5 すばる中央薬局　笛田〒248-0027 （後発調１）第3907号      平成28年12月 1日
     鎌薬191 店 鎌倉市笛田２－１－３４
     0467-73-8255  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452218,194.9 ヒロ薬局　大船店 〒247-0056 （後発調１）第2813号      平成28年 4月 1日
     鎌薬194 鎌倉市大船１－２７－２８ＳＴＫ
     ビル１０１
     0467-42-6838  (0467-42-6839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  453218,196.4 さくら薬局　七里ガ浜〒248-0026 （後発調１）第3949号      平成29年 1月 1日
     鎌薬196 店 鎌倉市七里ガ浜２－２０－１８
     0467-39-1326  (0467-39-1324)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  454218,198.0 アリス薬局 〒247-0056 （後発調１）第2572号      平成28年 4月 1日
     鎌薬198 鎌倉市大船１－２３－２９
     0467-42-3030  (0467-42-3031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  455218,200.4 アイビス薬局　手広店〒248-0036 （後発調１）第4183号      平成29年 6月 1日
     鎌薬200 鎌倉市手広３－１４－８　
     0467-38-1710  (0467-38-1711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  456218,211.1 湘南オアシス薬局 〒247-0072 （後発調１）第3520号      平成28年 7月 1日
     鎌薬211 鎌倉市岡本１２４１－４鎌倉ロジ
     ュマン店舗棟
     0467-42-7666  (0467-42-7668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  457218,215.2 すずらん薬局 〒247-0062 （後発調１）第4184号      平成29年 6月 1日
     鎌薬215 鎌倉市山ノ内７６８－４
     0467-53-9943  (0467-53-9943)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  458218,216.0 クオール薬局　大船１〒247-0056 （後発調１）第4005号      平成29年 2月 1日
     鎌薬216 号店 鎌倉市大船６－２－３エクセラ湘
     南１０２
     0467-42-7789  (0467-42-7790)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459218,217.8 クオール薬局　大船２〒247-0056 （後発調１）第4475号      平成30年 2月 1日
     鎌薬217 号店 鎌倉市大船２－２４－２５
     0467-42-7689  (0467-42-7690)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460220,058.2 （有）相模屋鈴木薬局〒252-0802 （後発調１）第2212号      平成28年 4月 1日
     藤薬58 藤沢市高倉６５１
     0466-44-0206  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461220,085.5 有限会社牧野薬局 〒251-0871 （後発調１）第4185号      平成29年 6月 1日
     藤薬85 藤沢市善行１－２５－４
     0466-81-1306  (0466-81-3506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462220,107.7 メディカル薬局 〒251-0052 （後発調１）第2294号      平成28年 4月 1日
     藤薬107 藤沢市藤沢５５６
     0466-27-0072  (0466-27-0072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  463220,108.5 辻堂西口薬局 〒251-0047 （後発調１）第3950号      平成29年 1月 1日
     藤薬108 藤沢市辻堂２－４－２７
     0466-34-6626  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  464220,125.9 有限会社　はとり薬局〒251-0042 （後発調１）第2389号      平成28年 4月 1日
     藤薬125 藤沢市辻堂新町２－１４－７
     0466-36-3765  (0466-34-1730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465220,171.3 有限会社コーナン鵠南〒251-0038 （後発調１）第2391号      平成28年 4月 1日
     藤薬171 薬局 藤沢市鵠沼松が岡４－１６－１８
     0466-27-8531  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  466220,181.2 本鵠沼調剤薬局 〒251-0028 （後発調１）第4476号      平成30年 2月 1日
     藤薬181 藤沢市本鵠沼２－８－１６
     0466-28-0340  (0466-28-5673)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  467220,187.9 湘南薬品ホンマチ薬局〒251-0052 （後発調１）第3908号      平成28年12月 1日
     藤薬187 藤沢市藤沢３－１－１７
     0466-28-8406  (0466-28-8406)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  468220,195.2 有限会社　ベル薬局 〒252-0813 （後発調１）第3951号      平成29年 1月 1日
     藤薬195 藤沢市亀井野１７７１
     0466-82-7870  (0466-82-7870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  469220,196.0 有限会社　善行調剤薬〒251-0871 （後発調１）第2816号      平成28年 4月 1日
     藤薬196 局 藤沢市善行２－１－６
     0466-81-8175  (0466-81-8175)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470220,198.6 わかば薬局 〒251-0052 （後発調１）第2213号      平成28年 4月 1日
     藤薬198 藤沢市藤沢１－３－４
     0466-27-3755  (0466-27-3799)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471220,199.4 合名会社　山村勉強堂〒252-0801 （後発調１）第3098号      平成28年 4月 1日
     藤薬199 薬局 藤沢市長後７２７
     0466-44-0168  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  472220,200.0 （株）ヤマグチ薬局六〒252-0813 （後発調１）第4386号      平成29年11月 1日
     藤薬200 会店 藤沢市亀井野２－２－１
     0466-83-2028  (0466-83-2028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  473220,202.6 善行ファーマシー 〒251-0871 （後発調１）第3454号      平成28年 6月 1日
     藤薬202 藤沢市善行６ー１６ー２３
     0466-83-4841  (0466-83-4843)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  474220,208.3 ひろまち調剤薬局 〒252-0825 （後発調１）第3556号      平成28年 7月 1日
     藤薬208 藤沢市獺郷１８２－８
     0466-47-0266  (0466-47-0370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  475220,211.7 海岸公園ファーマシー〒251-0032 （後発調１）第4505号      平成30年 3月 1日
     藤薬211 藤沢市片瀬４－１１－２９
     0466-50-0424  (0466-50-0425)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  476220,218.2 （株）大島薬局調剤セ〒251-0052 （後発調１）第4272号      平成29年 8月 1日
     藤薬218 ンター店 藤沢市藤沢５４５ライオンズマン
     ション湘南藤沢１Ｆ
     0466-25-1078  (0466-25-3649)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  477220,225.7 シーサイド薬局 〒251-0045 （後発調１）第4317号      平成29年 9月 1日
     藤薬225 藤沢市辻堂東海岸１－１０－２０
     0466-34-5461  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  478220,235.6 ひまわり調剤薬局 〒251-0055 （後発調１）第4212号      平成29年 7月 1日
     藤薬235 藤沢市南藤沢２０－１９第三ハル
     ミビル１階
     0466-26-2332  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479220,238.0 駅前東口調剤薬局 〒252-0804 （後発調１）第2455号      平成28年 4月 1日
     藤薬238 藤沢市湘南台１－４－３サンシャ
     イン湘南台３Ｆ
     0466-43-6667  (0466-43-6667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  480224,002.6 ユキ薬局　藤沢店 〒251-0052 （後発調１）第2819号      平成28年 4月 1日
     藤薬4002 藤沢市藤沢２－１－２０
     0466-23-2114  (0466-23-2115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  481224,003.4 共創未来　片瀬薬局 〒251-0032 （後発調１）第3953号      平成29年 1月 1日
     藤薬4003 藤沢市片瀬３－１－３９　
     0466-27-7405  (0466-27-7406)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482224,014.1 クリエイト薬局藤沢片〒251-0032 （後発調１）第3860号      平成28年11月 1日
     藤薬4014 瀬店 藤沢市片瀬８３－４
     0466-55-5133  (0466-55-5134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  483224,022.4 ポプラ薬局 堂店 〒251-0041 （後発調１）第2823号      平成28年 4月 1日
     藤薬4022 藤沢市辻堂神台１－３－３９オザ
     ワビル１Ｆ
     0466-31-0777  (0466-31-0778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  484224,024.0 調剤薬局ツルハドラッ〒252-0813 （後発調１）第4186号      平成29年 6月 1日
     藤薬4024 グ六会駅前店 藤沢市亀井野２－２－３ポロニア
     １Ｆ
     0466-80-1659  (0466-80-1659)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  485224,025.7 調剤薬局ツルハドラッ〒251-0871 （後発調１）第4440号      平成30年 1月 1日
     藤薬4025 グ善行駅前店 藤沢市善行１－２５－１ロイヤル
     ２ビル１Ｆ
     046-680-5551  (046-680-5551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  486224,027.3 伸和株式会社あずみ薬〒251-0871 （後発調１）第3910号      平成28年12月 1日
     藤薬4027 局善行店 藤沢市善行１－１５－９パサージ
     ュ善行Ⅱ
     0466-80-6070  (0466-80-6071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  487224,028.1 伸和株式会社あずみ薬〒251-0002 （後発調１）第2576号      平成28年 4月 1日
     藤薬4028 局藤沢店 藤沢市大鋸１－１５－２３
     0466-41-9266  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  488224,032.3 アイビス薬局柄沢店 〒251-0003 （後発調１）第4388号      平成29年11月 1日
     藤薬4032 藤沢市柄沢５８０－１
     0466-20-4631  (0466-20-4632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  489224,037.2 スター薬局 〒251-0052 （後発調１）第2215号      平成28年 4月 1日
     藤薬4037 藤沢市藤沢２－１－２０　本町店
     舗１０１
     0466-41-9198  (0466-41-9198)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490224,041.4 湘南和光薬局 〒252-0801 （後発調１）第4101号      平成29年 4月 1日
     藤薬4041 藤沢市長後９１８－１
     0466-42-0203  (0466-42-0205)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  491224,048.9 ウエルシア薬局本藤沢〒251-0875 （後発調１）第4155号      平成29年 5月 1日
     藤薬4048 店 藤沢市本藤沢２－１４－９
     0466-81-3850  (0466-81-3851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492224,050.5 ハックドラッグ藤沢白〒251-0052 （後発調１）第3814号      平成28年 9月 1日
     藤薬4050 旗薬局 藤沢市藤沢２－３－１５三井ライ
     フスタイルパークトレアージュ白
     旗１Ｆ
     0466-55-3986  (0466-55-3983)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  493224,051.3 ハックドラッグ鵠沼薬〒251-0028 （後発調１）第3828号      平成28年 9月 1日
     藤薬4051 局 藤沢市本鵠沼３－１２－３７
     0466-30-0091  (0466-30-0092)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  494224,053.9 いちご薬局 〒251-0052 （後発調１）第3833号      平成28年10月 1日
     藤薬4053 藤沢市藤沢３－３－１　富塚ビル
     １０３
     0466-29-5339  (0466-29-5382)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495224,055.4 あやみ薬局 〒251-0025 （後発調１）第4062号      平成29年 3月 1日
     藤薬4055 藤沢市鵠沼石上３－３－３
     0466-23-7277  (0466-23-7247)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  496224,058.8 ウエルシア薬局ダイエ〒251-0052 （後発調１）第4506号      平成30年 3月 1日
     藤薬4058 ー藤沢店 藤沢市藤沢５２０
     0466-55-6370  (0466-55-6373)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  497224,064.6 ヒノミ薬局　藤沢店 〒251-0055 （後発調１）第4276号      平成29年 8月 1日
     藤薬4064 藤沢市南藤沢７－２
     0466-29-1771  (0466-29-1772)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  498224,065.3 湘南薬品ファミリー通〒251-0025 （後発調１）第4277号      平成29年 8月 1日
     藤薬4065 り薬局 藤沢市鵠沼石上１－２－４
     0466-47-9057  (0466-47-9057)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499224,067.9 かもめ薬局 〒252-0802 （後発調１）第4247号      平成29年 6月 1日
     藤薬4067 藤沢市高倉２３０８－１
     0466-46-3633  (0466-46-3677)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  500228,242.4 藤沢薬剤師会薬局 〒251-0052 （後発調１）第2296号      平成28年 4月 1日
     藤薬242 藤沢市藤沢２－２－２１
     0466-50-6011  (0466-50-0631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  501228,247.3 ふたば薬局 〒251-0871 （後発調１）第2393号      平成28年 4月 1日
     藤薬247 藤沢市善行１－２４－９
     0466-82-5800  (0466-82-5800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  502228,261.4 湘南台薬局 〒252-0804 （後発調１）第3103号      平成28年 4月 1日
     藤薬261 藤沢市湘南台２－４－６ノワビル
     Ⅱ　１Ｆ
     0466-44-5120  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  503228,264.8 三栄薬局本鵠沼駅前店〒251-0028 （後発調１）第2826号      平成28年 4月 1日
     藤薬264 藤沢市本鵠沼２－１３－１７
     0466-27-2515  (0466-50-2769)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  504228,270.5 こじか薬局　鵠沼東店〒251-0026 （後発調１）第4278号      平成29年 8月 1日
     藤薬270 藤沢市鵠沼東１－１玉半ビル１Ｆ
     0466-29-9985  (0466-29-9983)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  505228,275.4 シーサイド薬局　ＨＡ〒251-0056 （後発調１）第2297号      平成28年 4月 1日
     藤薬275 ＴＯＲＩ店 藤沢市羽鳥１－３－１２
     0466-30-0398  (0466-30-0395)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506228,277.0 薬局アポテイク　渡内〒251-0011 （後発調１）第4063号      平成29年 3月 1日
     藤薬277 店 藤沢市渡内４－５－１
     0466-29-0260  (0466-29-0261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  507228,281.2 こじか薬局片瀬店 〒251-0032 （後発調１）第4409号      平成29年12月 1日
     藤薬281 藤沢市片瀬２－１１－１６
     0466-24-9985  (0466-24-9983)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508228,284.6 ハート薬局長後店 〒252-0801 （後発調１）第2218号      平成28年 4月 1日
     藤薬284 藤沢市長後７５２
     0466-44-9351  (0466-44-9351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  509228,299.4 ウルトラ薬局 〒252-0804 （後発調１）第3697号      平成28年 9月 1日
     藤薬299 藤沢市湘南台２－２６－１７須賀
     ビル１Ｆ
     0466-44-8935  (0466-44-8935)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  510228,301.8 マリオン薬局 〒252-0804 （後発調１）第3632号      平成28年 8月 1日
     藤薬301 藤沢市湘南台１－７－８
     0466-41-3433  (0466-41-3432)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  511228,308.3 新成堂からさわ薬局 〒251-0003 （後発調１）第3725号      平成28年 9月 1日
     藤薬308 藤沢市柄沢４２１－２ヒルクレス
     ト湘南１Ｆ－Ａ
     0466-29-8948  (0466-29-8952)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  512228,312.5 あおば薬局 〒252-0804 （後発調１）第4189号      平成29年 6月 1日
     藤薬312 藤沢市湘南台２－８－７ライオン
     ズマンション湘南台
     0466-41-3963  (0466-41-3969)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  513228,314.1 ミドリ薬局 〒251-0028 （後発調１）第4389号      平成29年11月 1日
     藤薬314 藤沢市本鵠沼２－１９－２１
     0466-35-3532  (0466-35-3780)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  514228,336.4 こじか薬局　江の島駅〒251-0035 （後発調１）第2578号      平成28年 4月 1日
     藤薬336 前店 藤沢市片瀬海岸２－９－５－１０
     ２
     0466-22-9986  (0466-22-9986)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515228,348.9 アドバン薬局 〒251-0002 （後発調１）第3564号      平成28年 7月 1日
     藤薬348 藤沢市大鋸１－２－１８　１Ｆ
     0466-29-7812  (0466-29-7813)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516228,355.4 ドラッグワンズワンフ〒251-0055 （後発調１）第3861号      平成28年11月 1日
     藤薬355 ァーマシー藤沢駅前店藤沢市南藤沢３－１２クリオ藤沢
     駅前１Ｆ
     0466-29-5081  (0466-29-5081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  517228,357.0 さくら薬局 〒251-0027 （後発調１）第3314号      平成28年 5月 1日
     藤薬357 藤沢市鵠沼桜が岡４－１４－９
     0466-28-2824  (0466-28-2797)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  518228,363.8 湘南辻堂薬局 〒251-0056 （後発調１）第2580号      平成28年 4月 1日
     藤薬363 藤沢市羽鳥１－３－４１
     0466-36-6267  (0466-36-6267)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  519228,370.3 湘南鵠沼薬局 〒251-0028 （後発調１）第2217号      平成28年 4月 1日
     藤薬370 藤沢市本鵠沼４－１４－２７
     0466-35-7320  (0466-35-7362)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  520228,373.7 ウエルシア薬局　藤沢〒251-0871 （後発調１）第4188号      平成29年 6月 1日
     藤薬373 善行店 藤沢市善行３－１３－３
     0466-90-0800  (0466-90-0801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521228,377.8 シーサイド薬局　新町〒251-0042 （後発調１）第3727号      平成28年 9月 1日
     藤薬377 店 藤沢市辻堂新町１－４－３２
     0466-34-4811  (0466-21-8355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  522228,394.3 よつば薬局 〒251-0861 （後発調１）第2830号      平成28年 4月 1日
     藤薬394 藤沢市大庭５３４８－１６　高橋
     ビル１Ｆ
     0466-86-2855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  523228,396.8 イオン薬局藤沢店 〒251-0861 （後発調１）第4135号      平成29年 4月 1日
     藤薬396 藤沢市大庭５０６１－２　２Ｆ
     0466-88-4451  (0466-87-3361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  524228,411.5 鵠沼海岸薬局 〒251-0037 （後発調１）第2584号      平成28年 4月 1日
     藤薬411 藤沢市鵠沼海岸３－５－７
     0466-30-1122  (0466-35-0606)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  525228,422.2 さなえ薬局　辻堂店 〒251-0041 （後発調１）第2583号      平成28年 4月 1日
     藤薬422 藤沢市辻堂神台２－２－１
     0466-90-5610  (0466-90-5611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  526228,428.9 そうごう薬局　鵠沼店〒251-0037 （後発調１）第4507号      平成30年 3月 1日
     藤薬428 藤沢市鵠沼海岸２－５－３
     0466-33-7810  (0466-35-0805)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527228,429.7 堂はまべ薬局 〒251-0045 （後発調１）第4508号      平成30年 3月 1日
     藤薬429 藤沢市辻堂東海岸１－１２－２０
     0466-90-5544  (0466-90-5546)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  528230,036.6 健康堂薬局 〒250-0042 （後発調１）第2303号      平成28年 4月 1日
     小薬36 小田原市荻窪５３１
     0465-34-0906  (0465-34-5236)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  529230,040.8 有限会社帰陽堂オギク〒250-0045 （後発調１）第4006号      平成29年 2月 1日
     小薬40 ボ薬局 小田原市城山２－１５－２９
     0465-34-8212  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  530230,048.1 有限会社 壁薬局 〒250-0011 （後発調１）第2219号      平成28年 4月 1日
     小薬48 小田原市栄町３－２２－７
     0465-22-4804  (0465-22-4804)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  531230,059.8 川瀬薬局 〒256-0812 （後発調１）第2158号      平成28年 4月 1日
     小薬59 小田原市国府津１９９２
     0465-48-1165  (0465-48-1163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  532230,086.1 有限会社ひかり薬局本〒250-0004 （後発調１）第2831号      平成28年 4月 1日
     小薬86 店 小田原市浜町３－１１－１０
     0465-24-0612  (0465-23-6106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  533230,112.5 サン・ファーマシー 〒250-0875 （後発調１）第3316号      平成28年 5月 1日
     小薬112 小田原市南鴨宮３－１２－４
     0465-47-9383  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  534234,001.6 一般社団法人芙蓉薬局〒256-0815 （後発調１）第3911号      平成28年12月 1日
     小薬4001 小田原市小八幡３－１８－１５
     0465-48-3800  (0465-49-3476)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  535234,004.0 平安薬局小田原店 〒250-0012 （後発調１）第4509号      平成30年 3月 1日
     小薬4004 小田原市本町１－１－１６
     0465-21-6331  (0465-21-6332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  536234,013.1 ハックエクスプレス小〒250-0011 （後発調１）第4477号      平成30年 2月 1日
     小薬4013 田原ラスカ薬局 小田原市栄町１－１－９　小田原
     ラスカ２Ｆ
     0465-21-2891  (0465-21-2892)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  537234,014.9 むぎのめ薬局 〒250-0875 （後発調１）第3834号      平成28年 9月28日
     小薬4014 小田原市南鴨宮３－１８－１３
     0465-49-2232  (0465-49-2232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  538234,015.6 アイセイ薬局　富水店〒250-0853 （後発調１）第3835号      平成28年10月 1日
     小薬4015 小田原市堀之内２１８－１
     0465-38-0737  (0465-38-0739)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  539234,018.0 ゆい薬局　小田原本店〒250-0011 （後発調１）第4319号      平成29年 9月 1日
     小薬4018 小田原市栄町１－５－１７　ヘル
     スケアータワー１Ｆ
     0465-23-8711  (0465-23-8712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  540234,020.6 下大井ほし薬局 〒250-0208 （後発調１）第4257号      平成29年 7月 1日
     小薬4020 小田原市下大井６１０－１
     0465-39-1136  (0465-39-1146)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  541234,021.4 アルファ薬局 〒250-0851 （後発調１）第4518号      平成30年 2月 1日
     小薬4021 小田原市曽比１７５５－１－１０
     ２
     0465-39-2300  (0465-39-2311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  542238,152.3 薬局小田原くすりばこ〒250-0862 （後発調１）第4478号      平成30年 2月 1日
     小薬152 小田原市成田１５６－５
     0465-37-5531  (0465-37-5530)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  543238,158.0 扇町薬局 〒250-0001 （後発調１）第2832号      平成28年 4月 1日
     小薬158 小田原市扇町１－１６－３７宮内
     ビル１０３
     0465-32-2320  (0465-32-2319)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  544238,179.6 ミキ薬局小田原店 〒250-0055 （後発調１）第4191号      平成29年 6月 1日
     小薬179 小田原市久野１５０－４
     0465-66-1066  (0465-66-1067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  545238,183.8 とみず薬局 〒250-0853 （後発調１）第4281号      平成29年 8月 1日
     小薬183 小田原市堀之内１６－９
     0465-39-4601  (0465-39-4605)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  546238,185.3 アイ調剤薬局 〒250-0055 （後発調１）第3728号      平成28年 9月 1日
     小薬185 小田原市久野７３－５
     0465-66-5110  (0465-66-5119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  547238,192.9 薬局下曽我くすりばこ〒250-0206 （後発調１）第2459号      平成28年 4月 1日
     小薬192 小田原市曽我原１９７－３
     0465-41-1595  (0465-41-1596)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  548238,195.2 蛍田薬局 〒250-0865 （後発調１）第3110号      平成28年 4月 1日
     小薬195 小田原市蓮正寺７８３－４０
     0465-36-4775  (0465-36-4775)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  549238,209.1 しらゆり薬局 〒256-0803 （後発調１）第3569号      平成28年 7月 1日
     小薬209 小田原市中村原７３２
     0465-43-5512  (0465-43-5515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  550238,211.7 西大友薬局 〒250-0212 （後発調１）第3862号      平成28年11月 1日
     小薬211 小田原市西大友３－１
     0465-39-2919  (0465-39-2920)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  551238,212.5 珊瑚薬局　小田原店 〒250-0011 （後発調１）第3111号      平成28年 4月 1日
     小薬212 小田原市栄町１－１４－４１音羽
     プラザビル１Ｆ
     0465-21-5908  (0465-21-5907)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  552238,221.6 ウエルシア薬局　小田〒250-0005 （後発調１）第4320号      平成29年 9月 1日
     小薬221 原中町店 小田原市中町３－４－２８
     0465-21-6017  (0465-21-6018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  553238,224.0 ウエルシア薬局　小田〒256-0812 （後発調１）第3634号      平成28年 8月 1日
     小薬224 原国府津店 小田原市国府津２９００－１
     0465-46-0581  (0465-46-0582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  554238,225.7 西湘薬局 〒256-0816 （後発調１）第3318号      平成28年 5月 1日
     小薬225 小田原市酒匂２－４１－３８
     0465-46-0521  (0465-46-0522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  555238,227.3 いずみ薬局 〒250-0863 （後発調１）第4157号      平成29年 5月 1日
     小薬227 小田原市飯泉８４１－６
     0465-45-0660  (0465-45-0661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  556238,229.9 新百合薬局 〒250-0874 （後発調１）第2221号      平成28年 4月 1日
     小薬229 小田原市鴨宮６６６－３－１
     0465-46-1065  (0465-46-1066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  557238,231.5 くすのき薬局 〒250-0011 （後発調１）第4136号      平成29年 4月 1日
     小薬231 小田原市栄町２－４－２６
     0465-43-7288  (0465-43-7289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  558238,234.9 ウエルシア薬局　小田〒250-0875 （後発調１）第3635号      平成28年 8月 1日
     小薬234 原南鴨宮店 小田原市南鴨宮３－２０－１０
     0465-45-0220  (0465-45-0221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  559238,236.4 クリエイト薬局　小田〒250-0866 （後発調１）第3783号      平成28年10月 1日
     小薬236 原中曽根店 小田原市中曽根７２－１
     0465-39-0181  (0465-39-0182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  560240,004.2 今井薬局 〒253-0043 （後発調１）第4137号      平成29年 4月 1日
     茅薬4 茅ヶ崎市元町２－４
     0467-85-1721  (0467-82-1226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561240,052.1 茅ヶ崎薬剤師会調剤薬〒253-0042 （後発調１）第2304号      平成28年 4月 1日
     茅薬52 局 茅ヶ崎市本村５－９－５
     0467-51-4711  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  562240,063.8 株式会社あさひ薬局 〒253-0025 （後発調１）第4214号      平成29年 7月 1日
     茅薬63 茅ヶ崎市松が丘２－１０－１９
     0467-87-0123  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  563240,075.2 元町光薬局 〒253-0043 （後発調１）第2305号      平成28年 4月 1日
     茅薬75 茅ヶ崎市元町６－１０
     0467-87-5337  (0467-87-5337)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  564240,078.6 株式会社岩澤薬局 〒253-0052 （後発調１）第3698号      平成28年 9月 1日
     茅薬78 茅ヶ崎市幸町２２－６
     0467-58-0570  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  565240,088.5 有限会社　アポ　木下〒253-0053 （後発調１）第3637号      平成28年 8月 1日
     茅薬88 薬局 茅ヶ崎市東海岸北１－１－１７
     0467-86-6575  (0467-86-6575)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  566244,000.6 サトノ薬局 〒253-0051 （後発調１）第2837号      平成28年 4月 1日
     茅薬4000 茅ヶ崎市若松町１９－１９
     0467-55-9348  (0467-55-9349)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  567244,010.5 アスカ薬局茅ヶ崎本店〒253-0052 （後発調１）第2587号      平成28年 4月 1日
     茅薬4010 茅ヶ崎市幸町７－２０ブルースカ
     イ湘南Ａ
     0467-89-3883  (0467-89-3884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  568244,014.7 薬局トモズラスカ茅ヶ〒253-0043 （後発調１）第4510号      平成30年 3月 1日
     茅薬4014 崎店 茅ケ崎市元町１－１　ラスカ茅ヶ
     崎２Ｆ
     0467-84-1326  (0467-84-1327)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  569244,022.0 ハックドラッグ 堂薬〒253-0021 （後発調１）第3816号      平成28年 9月 1日
     茅薬4022 局 茅ケ崎市浜竹３－４－４７
     0467-59-1589  (0467-59-1592)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  570244,023.8 えぼし薬局 〒253-0051 （後発調１）第4138号      平成29年 4月 1日
     茅薬4023 茅ヶ崎市若松町６－２０
     0467-38-6614  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  571244,024.6 ハマミ薬局 〒253-0062 （後発調１）第4089号      平成29年 2月 1日
     茅薬4024 茅ヶ崎市浜見平１１－１
     0467-86-5807  (0467-86-7666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  572244,025.3 クリエイト薬局茅ヶ崎〒253-0002 （後発調１）第4216号      平成29年 7月 1日
     茅薬4025 高田店 茅ヶ崎市高田２－１－２１
     0467-55-0885  (0467-55-0886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  573248,114.1 フォーユーファーマシ〒253-0061 （後発調１）第3118号      平成28年 4月 1日
     茅薬114 ー 茅ケ崎市南湖２－１３－２９
     0467-88-6821  (0467-88-6822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  574248,117.4 有限会社　わかば薬局〒253-0044 （後発調１）第2588号      平成28年 4月 1日
     茅薬117 茅ケ崎市新栄町１－１３
     0467-87-6006  (0467-87-7150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  575248,155.4 桜道薬局 〒253-0027 （後発調１）第2589号      平成28年 4月 1日
     茅薬155 茅ケ崎市ひばりが丘７－１１
     0467-84-6444  (0467-84-6445)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  576248,156.2 みなみ薬局 〒253-0052 （後発調１）第4442号      平成30年 1月 1日
     茅薬156 茅ケ崎市幸町３－３２ブレインビ
     ル１Ｆ
     0467-84-0772  (0467-84-0773)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  577248,173.7 はるかぜ薬局　茅ヶ崎〒253-0053 （後発調１）第2590号      平成28年 4月 1日
     茅薬173 東海岸店 茅ケ崎市東海岸北３－１５－１
     0467-88-4994  (0467-55-8080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  578248,177.8 たけもと薬局 〒253-0062 （後発調１）第3321号      平成28年 5月 1日
     茅薬177 茅ケ崎市浜見平１７－８
     0467-73-7891  (0467-73-7892)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  579248,178.6 イオン薬局茅ヶ崎中央〒253-0041 （後発調１）第4158号      平成29年 5月 1日
     茅薬178 店 茅ヶ崎市茅ヶ崎３－５－１６
     0467-66-3383  (0467-66-3383)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  580248,193.5 シンワ薬局　茅ヶ崎店〒253-0052 （後発調１）第4410号      平成29年12月 1日
     茅薬193 茅ヶ崎市幸町５－８　茅ヶ崎メデ
     ィカルケアセンター１０２
     0467-53-7451  (0467-53-7451)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  581248,194.3 ともえ薬局 〒253-0056 （後発調１）第2223号      平成28年 4月 1日
     茅薬194 茅ヶ崎市共恵２－１－４３
     0467-53-8760  (0467-53-8761)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  582248,195.0 中村薬局　十間坂店 〒253-0045 （後発調１）第4217号      平成29年 7月 1日
     茅薬195 茅ヶ崎市十間坂１－２－１６
     0467-89-3370  (0467-89-3371)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  583248,197.6 中村薬局 〒253-0053 （後発調１）第3385号      平成28年 5月 1日
     茅薬197 茅ヶ崎市東海岸北２－１－５５
     0467-82-2927  (0467-58-5659)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  584248,203.2 湘南フレンド薬局 〒253-0017 （後発調１）第2592号      平成28年 4月 1日
     茅薬203 茅ヶ崎市松林２－１０－２０
     0467-38-4596  (0467-38-4597)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  585248,204.0 ウイング湘南薬局 〒253-0044 （後発調１）第2461号      平成28年 4月 1日
     茅薬204 茅ヶ崎市新栄町１３－４５
     0467-57-3939  (0467-58-5466)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  586248,206.5 クリエイト薬局茅ヶ崎〒253-0053 （後発調１）第4479号      平成30年 2月 1日
     茅薬206 雄三通り店 茅ヶ崎市東海岸北１－５－１１
     0467-84-5230  (0467-84-5231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  587248,209.9 スギ薬局　茅ヶ崎香川〒253-0082 （後発調１）第2593号      平成28年 4月 1日
     茅薬209 店 茅ヶ崎市香川１－１－３８マルエ
     ツ茅ヶ崎店１Ｆ
     0467-55-0262  (0467-51-8674)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588250,029.6 かもめ薬局 〒249-0004 （後発調１）第4066号      平成29年 3月 1日
     逗薬29 逗子市沼間２－１１－５
     0468-73-6336  (0468-73-6336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  589250,037.9 有限会社白十字薬局水〒249-0006 （後発調１）第2594号      平成28年 4月 1日
     逗薬37 道路店 逗子市逗子２－５－２５－１０１
     046-873-0288  (046-872-6444)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  590250,039.5 ひまわり薬局 〒249-0001 （後発調１）第2838号      平成28年 4月 1日
     逗薬39 逗子市久木１－３－２１
     0468-72-6077  (0468-72-6016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  591250,042.9 有限会社　ケンコー薬〒249-0005 （後発調１）第2595号      平成28年 4月 1日
     逗薬42 局桜山店 逗子市桜山２－１０－１３
     0468-72-5511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  592254,002.9 ハックドラッグ新逗子〒249-0006 （後発調１）第4067号      平成29年 3月 1日
     逗薬4002 薬局 逗子市逗子５－１－６　１Ｆ
     046-870-6933  (046-870-6935)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  593254,004.5 ＳＦＣ薬局逗子店 〒249-0006 （後発調１）第4390号      平成29年11月 1日
     逗薬4004 逗子市逗子５－１１－７
     046-870-5211  (046-872-7015)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  594258,047.0 ひまわり薬局　逗子銀〒249-0006 （後発調１）第3126号      平成28年 4月 1日
     逗薬47 座店 逗子市逗子６－４－１
     046-873-6994  (046-872-7515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  595258,066.0 クローバー薬局 〒249-0006 （後発調１）第3699号      平成28年 9月 1日
     逗薬66 逗子市逗子２－６－１３
     046-872-9682  (046-872-9684)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  596258,068.6 あおば薬局　逗子店 〒249-0005 （後発調１）第2598号      平成28年 4月 1日
     逗薬68 逗子市桜山４－１－１６
     046-873-7867  (046-873-7867)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  597258,077.7 ココカラファイン薬局〒249-0006 （後発調１）第4219号      平成29年 7月 1日
     逗薬77 逗子店 逗子市逗子１－８－６　逗子分譲
     共同ビル１Ｆ
     046-870-6673  (046-870-6673)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  598260,102.9 病院前薬局 〒252-0314 （後発調１）第4160号      平成29年 5月 1日
     相薬102 相模原市南区南台６－８－２０
     042-743-0353  (042-743-8014)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  599260,123.5 スグロ薬局 〒252-0232 （後発調１）第2462号      平成28年 4月 1日
     相薬123 相模原市中央区矢部３－１８－３
     ５
     042-755-2442  (042-755-2442)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  600260,158.1 有限会社高橋薬局　西〒252-0231 （後発調１）第2163号      平成28年 4月 1日
     相薬158 門仲通り店 相模原市中央区相模原６－１８－
     １３
     042-758-0114  (042-758-0114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  601260,172.2 有限会社　わかば調剤〒252-0321 （後発調１）第2602号      平成28年 4月 1日
     相薬172 薬局 相模原市南区相模台２－１８－１
     １
     042-748-8347  (042-748-8367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  602260,173.0 株式会社ヤマグチ薬局〒252-0141 （後発調１）第3863号      平成28年11月 1日
     相薬173 相原店 相模原市緑区相原５－１－２
     042-774-6081  (042-774-6081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  603260,195.3 かながわ調剤薬局 〒252-0314 （後発調１）第3671号      平成28年 8月 1日
     相薬195 相模原市南区南台６－８－１７
     042-747-4311  (042-747-4341)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  604260,223.3 由野台薬局 〒252-0222 （後発調１）第3322号      平成28年 5月 1日
     相薬223 相模原市中央区由野台１－２３－
     ８
     042-776-8781  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  605260,236.5 株式会社ヤマグチ薬局〒252-0233 （後発調１）第2309号      平成28年 4月 1日
     相薬236 鹿沼台店 相模原市中央区鹿沼台２－１８－
     ２
     042-757-8789  (042-757-8789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  606260,249.8 有限会社橋本調剤薬局〒252-0143 （後発調１）第2463号      平成28年 4月 1日
     相薬249 相模原市緑区橋本６－３１－２
     042-773-9400  (042-773-9400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  607260,261.3 株式会社ヤマグチ薬局〒252-0303 （後発調１）第3571号      平成28年 7月 1日
     相薬261 大野店 相模原市南区相模大野６－１３－
     ３
     042-749-9688  (042-749-9688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  608260,263.9 （有）コスモファーマ〒252-0318 （後発調１）第2604号      平成28年 4月 1日
     相薬263 シーすみれ薬局 相模原市南区上鶴間本町２－１０
     －１３
     042-766-8350  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  609260,267.0 コウノ調剤薬局 〒252-0344 （後発調１）第2464号      平成28年 4月 1日
     相薬267 相模原市南区古淵１－６－１０プ
     レミール古淵２Ｆ－Ｂ
     042-776-6378  (042-776-8208)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  610264,003.5 スマイル薬局　相模台〒252-0321 （後発調１）第4008号      平成29年 2月 1日
     相薬4003 店 相模原市南区相模台２－２－１片
     野ビル１Ｆ
     042-851-6132  (042-851-6133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  611264,018.3 ウエルシア薬局相模原〒252-0216 （後発調１）第3510号      平成28年 7月 1日
     相薬4018 清新７丁目店 相模原市中央区清新７－６－１７
     042-786-0751  (042-786-0752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  612264,024.1 薬局マツモトキヨシ　〒252-0303 （後発調１）第2607号      平成28年 4月 1日
     相薬4024 相模大野ステーション相模原市南区相模大野３－８－１
     スクエア店 042-767-0570  (042-767-0570)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  613264,025.8 すずかけ薬局　相模大〒252-0303 （後発調１）第4220号      平成29年 7月 1日
     相薬4025 野店 相模原市南区相模大野５－２７－
     ４１興和ビル１Ｆ
     042-701-0355  (042-701-0388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  614264,027.4 スギ薬局　相模原富士〒252-0236 （後発調１）第4221号      平成29年 7月 1日
     相薬4027 見店 相模原市中央区富士見６－５－７
     三和富士見店１Ｆ
     042-704-8718  (042-704-8719)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  615264,029.0 ポプラ調剤薬局 〒252-0314 （後発調１）第4483号      平成30年 2月 1日
     相薬4029 相模原市南区南台６－８－２０
     042-745-6997  (042-745-6971)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  616264,031.6 かもめ薬局ゆたか町店〒252-0305 （後発調１）第4010号      平成29年 2月 1日
     相薬4031 相模原市南区豊町１７－２２
     042-741-9143  (042-741-9144)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     59

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  617264,036.5 アレイ薬局 〒252-0225 （後発調１）第4482号      平成30年 2月 1日
     相薬4036 相模原市中央区緑が丘１－２１－
     １２
     042-751-1583  (042-751-1583)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  618264,040.7 クリエイト薬局新磯野〒252-0325 （後発調１）第3914号      平成28年12月 1日
     相薬4040 店 相模原市南区新磯野１－３９－１
     046-256-5011  (046-256-5012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  619264,045.6 アイセイ薬局　相模大〒252-0303 （後発調１）第3836号      平成28年10月 1日
     相薬4045 野店 相模原市南区相模大野３－３－１
     042-702-0383  (042-740-1075)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  620264,050.6 すずらん薬局 〒252-0231 （後発調１）第4392号      平成29年11月 1日
     相薬4050 相模原市中央区相模原１－２－５
     042-759-3761  (042-759-3761)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  621264,052.2 ポプラ薬局 〒252-0311 （後発調１）第4282号      平成29年 8月 1日
     相薬4052 相模原市南区東林間４－９－６　
     コナシスビル１Ｆ
     042-705-7140  (042-705-7140)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  622264,053.0 調剤薬局ツルハドラッ〒252-0232 （後発調１）第4511号      平成30年 3月 1日
     相薬4053 グ相模原矢部店 相模原市中央区矢部４－１４－９
     042-730-3068  (042-730-3068)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  623264,054.8 フジ薬局 〒252-0206 （後発調１）第4192号      平成29年 6月 1日
     相薬4054 相模原市中央区淵野辺３－２－１
     ８
     042-810-7622  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  624264,055.5 マリン薬局渕野辺店 〒252-0206 （後発調１）第4322号      平成29年 9月 1日
     相薬4055 相模原市中央区淵野辺３－１０－
     １５　ライフシティ淵野辺１Ｆ
     042-707-4318  (042-707-4319)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  625264,058.9 ウエルシア薬局相模大〒252-0303 （後発調１）第4176号      平成29年 3月21日
     相薬4058 野店 相模原市南区相模大野７－８－１
     ４
     042-701-0138  (042-701-0308)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  626264,065.4 有限会社みどり薬局 〒252-0143 （後発調１）第4411号      平成29年12月 1日
     相薬4065 相模原市緑区橋本５－６－１９
     042-773-5485  (042-773-5033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     60

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  627264,069.6 すずらん薬局　橋本駅〒252-0143 （後発調１）第4464号      平成30年 1月 1日
     相薬4069 前店 相模原市緑区橋本６－５－１０　
     中屋第２ビル　１Ｆ－Ｂ
     042-770-9881  (042-770-9882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  628268,273.0 アイ調剤薬局 〒252-0321 （後発調１）第4193号      平成29年 6月 1日
     相薬273 相模原市南区相模台１－１－２
     042-741-3390  (042-741-0008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  629268,275.5 ヒキチ調剤薬局 〒252-0328 （後発調１）第4011号      平成29年 2月 1日
     相薬275 相模原市南区麻溝台５－１８－１
     042-741-8186  (042-741-8186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  630268,278.9 有限会社　東林間薬局〒252-0302 （後発調１）第3323号      平成28年 5月 1日
     相薬278 相模原市南区上鶴間５－８－１１
     042-742-8567  (042-742-8567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  631268,295.3 有限会社　ヒライ薬局〒252-0317 （後発調１）第2609号      平成28年 4月 1日
     相薬295 相模原市南区御園２－１３－５
     042-741-8007  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  632268,300.1 相薬よこやま薬局 〒252-0242 （後発調１）第2610号      平成28年 4月 1日
     相薬300 相模原市中央区横山３－１６－２
     林ビル１Ｆ
     042-757-3666  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  633268,302.7 調剤薬局クスリのツル〒252-0344 （後発調１）第3915号      平成28年12月 1日
     相薬302 ハ古淵店 相模原市南区古淵２－１６－１セ
     ントラル喜和１Ｆ
     042-768-1172  (042-768-1172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  634268,305.0 南台薬局 〒252-0314 （後発調１）第3572号      平成28年 7月 1日
     相薬305 相模原市南区南台５－１６－１２
     042-743-2002  (042-743-2002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  635268,309.2 かもめ薬局　東林間店〒252-0311 （後発調１）第4012号      平成29年 2月 1日
     相薬309 相模原市南区東林間３－１６－１
     １
     042-742-1163  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  636268,323.3 相模大野駅前薬局 〒252-0303 （後発調１）第3916号      平成28年12月 1日
     相薬323 相模原市南区相模大野３－１１－
     ５
     042-765-6220  (042-765-6235)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     61

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  637268,337.3 横田薬局 〒252-0206 （後発調１）第3129号      平成28年 4月 1日
     相薬337 相模原市中央区渕野辺３－９－１
     ７－１０１
     042-758-8281  (042-758-8281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  638268,355.5 こあら薬局 〒252-0206 （後発調１）第2843号      平成28年 4月 1日
     相薬355 相模原市中央区淵野辺１－１－２
     042-753-1044  (042-730-5484)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  639268,376.1 すがや薬局 〒252-0344 （後発調１）第3325号      平成28年 5月 1日
     相薬376 相模原市南区古渕３－１８－１０
     042-766-1808  (042-766-1808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  640268,377.9 れもん薬局 〒252-0312 （後発調１）第2465号      平成28年 4月 1日
     相薬377 相模原市南区相南４－１７－１１
     042-701-6886  (042-701-6887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  641268,380.3 ヤマグチ薬局本店 〒252-0143 （後発調１）第3784号      平成28年10月 1日
     相薬380 相模原市緑区橋本２－９－６
     042-700-3777  (042-700-3737)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  642268,388.6 シンワ薬局東林間店 〒252-0311 （後発調１）第2612号      平成28年 4月 1日
     相薬388 相模原市南区東林間４－１０－６
     042-765-3977  (042-765-3977)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  643268,395.1 アイ南薬局 〒252-0312 （後発調１）第2397号      平成28年 4月 1日
     相薬395 相模原市南区相南４－２４－４１
     相模原紫波マンション１Ｆ
     042-743-5561  (042-743-5561)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  644268,405.8 かもめ薬局相模大野店〒252-0303 （後発調１）第4512号      平成30年 3月 1日
     相薬405 相模原市南区相模大野３－１４－
     ２０
     042-765-0511  (042-765-0512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  645268,414.0 とく薬局 〒252-0237 （後発調１）第3459号      平成28年 6月 1日
     相薬414 相模原市中央区千代田６－３－２
     ２
     042-757-7477  (042-757-7477)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  646268,415.7 アップル薬局北口店 〒252-0324 （後発調１）第2164号      平成28年 4月 1日
     相薬415 相模原市南区相武台１－２４－１
     １デュエット１０３
     046-266-3988  (046-266-3922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     62

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  647268,416.5 緑が丘薬局 〒252-0225 （後発調１）第4070号      平成29年 3月 1日
     相薬416 相模原市中央区緑が丘２－２８－
     １
     042-758-5437  (042-758-5437)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  648268,434.8 森のくまさん薬局 〒252-0131 （後発調１）第4071号      平成29年 3月 1日
     相薬434 相模原市緑区西橋本５－１－１
     042-770-7770  (042-770-7727)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  649268,435.5 薬樹薬局　相模原 〒252-0231 （後発調１）第4355号      平成29年10月 1日
     相薬435 相模原市中央区相模原８－１－１
     プレステージさがみ夢大通り１Ｆ
     １０２
     042-768-8661  (042-768-8662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  650268,437.1 フロンティア薬局橋本〒252-0136 （後発調１）第4013号      平成29年 2月 1日
     相薬437 店 相模原市緑区上九沢４市営上九沢
     団地Ⅰ棟１Ｆ
     042-760-1037  (042-760-1036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  651268,439.7 くるみ薬局 〒252-0131 （後発調１）第2615号      平成28年 4月 1日
     相薬439 相模原市緑区西橋本４－８－３７
     042-771-6609  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  652268,459.5 ヤマグチ薬局　東橋本〒252-0144 （後発調１）第2313号      平成28年 4月 1日
     相薬459 店 相模原市緑区東橋本１－５－１４
     042-700-0523  (042-700-0530)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  653268,462.9 ヤマグチ薬局　矢部店〒252-0206 （後発調１）第4222号      平成29年 7月 1日
     相薬462 相模原市中央区渕野辺１－２－３
     ３
     042-730-3004  (042-730-3099)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  654268,465.2 有限会社橋本薬局 〒252-0172 （後発調１）第4227号      平成29年 7月 1日
     相薬465 相模原市緑区与瀬本町１２
     042-685-1331  (042-685-1367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  655268,474.4 矢部グリーン薬局 〒252-0206 （後発調１）第2852号      平成28年 4月 1日
     相薬474 相模原市中央区淵野辺１－１－４
     042-758-7434  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  656268,478.5 コクミン薬局　相模原〒252-0321 （後発調１）第2227号      平成28年 4月 1日
     相薬478 店 相模原市南区相模台１－１－３
     0427-42-0247  (0427-42-0247)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     63

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  657268,491.8 のざき薬局 〒252-0184 （後発調１）第2617号      平成28年 4月 1日
     相薬491 相模原市緑区小渕１７０７
     042-687-5115  (042-687-5118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  658268,494.2 くすりのいずみ 〒252-0101 （後発調１）第3401号      平成28年 6月 1日
     相薬494 相模原市緑区町屋１－２０－２１
     042-782-8170  (042-782-0516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  659268,501.4 まごころ薬局　城山店〒252-0102 （後発調１）第4139号      平成29年 4月 1日
     相薬501 相模原市緑区原宿３－９－１０
     042-783-0990  (042-783-0990)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  660268,509.7 ウエルシア薬局　相模〒252-0216 （後発調１）第2853号      平成28年 4月 1日
     相薬509 原清新店 相模原市中央区清新８－３－１
     042-730-4235  (042-730-4237)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  661268,512.1 三宝薬局　富士見店 〒252-0236 （後発調１）第2619号      平成28年 4月 1日
     相薬512 相模原市中央区富士見５－１４－
     １２エスポアールⅠ　１Ｆ
     042-711-6422  (042-711-6422)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  662268,518.8 かもめ薬局　相模原中〒252-0237 （後発調１）第3917号      平成28年12月 1日
     相薬518 央店 相模原市中央区千代田１－４－３
     042-750-7651  (042-750-7652)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  663268,519.6 ヤマグチ薬局東橋本２〒252-0144 （後発調１）第2314号      平成28年 4月 1日
     相薬519 号店 相模原市緑区東橋本３－１－５
     042-700-1132  (042-700-1136)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  664268,520.4 イオン薬局相模原店 〒252-0344 （後発調１）第3134号      平成28年 4月 1日
     相薬520 相模原市南区古淵２－１０－１
     042-750-1855  (042-750-1855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  665268,530.3 岡田薬局 〒252-0312 （後発調１）第2844号      平成28年 4月 1日
     相薬530 相模原市南区相南２－２３－１４
     042-749-0086  (042-747-6832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  666268,531.1 すばる薬局 〒252-0303 （後発調１）第2845号      平成28年 4月 1日
     相薬531 相模原市南区相模大野６－１７－
     １
     042-765-0038  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  667268,538.6 スギ薬局　小田急相模〒252-0313 （後発調１）第4042号      平成29年 2月 1日
     相薬538 原店 相模原市南区松が枝町１７－１５
     平和ビルディング　松が枝マンシ
     ョン１Ｆ
     042-767-5751  (042-741-8681)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     64

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  668268,542.8 あけぼの薬局　橋本店〒252-0143 （後発調１）第4412号      平成29年12月 1日
     相薬542 相模原市緑区橋本６－２０－１
     042-700-2772  (042-774-2258)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  669268,550.1 調剤薬局たちばな 〒252-0303 （後発調１）第2620号      平成28年 4月 1日
     相薬550 相模原市南区相模大野３－１１－
     １０クレスト三喜１Ｆ
     042-740-6722  (042-740-6722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  670268,552.7 ヒロ薬局　相模原店 〒252-0231 （後発調１）第2848号      平成28年 4月 1日
     相薬552 相模原市中央区相模原７－６－６
     042-730-5445  (042-730-5446)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  671268,559.2 さくら薬局　第二北里〒252-0328 （後発調１）第3329号      平成28年 5月 1日
     相薬559 店 相模原市南区麻溝台１－２－２２
     042-701-3191  (042-701-3185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  672268,561.8 薬局マツモトキヨシ　〒252-0226 （後発調１）第2622号      平成28年 4月 1日
     相薬561 相模原陽光台店 相模原市中央区陽光台３－１８－
     １７
     042-756-0305  (042-757-3350)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  673268,575.8 イオン薬局橋本店 〒252-0143 （後発調１）第4014号      平成29年 2月 1日
     相薬575 相模原市緑区橋本６－２－１
     042-771-8838  (042-771-8838)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  674268,585.7 イムノファーマシー相〒252-0325 （後発調１）第3331号      平成28年 5月 1日
     相薬585 模原薬局 相模原市南区新磯野２－８－７
     042-702-2802  (042-702-2831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  675268,595.6 クリエイト薬局　相模〒252-0328 （後発調１）第4285号      平成29年 8月 1日
     相薬595 原麻溝台店 相模原市南区麻溝台６－２１－２
     ３
     042-767-5461  (042-767-5462)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  676268,598.0 ヤマグチ薬局氷川店 〒252-0215 （後発調１）第3577号      平成28年 7月 1日
     相薬598 相模原市中央区氷川町９－１１
     042-757-2773  (042-757-0635)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  677268,612.9 さくら薬局　相模原橋〒252-0143 （後発調１）第4224号      平成29年 7月 1日
     相薬612 本店 相模原市緑区橋本３－１１－５
     042-779-9381  (042-700-4521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  678268,622.8 新成堂薬局北里店 〒252-0328 （後発調１）第3139号      平成28年 4月 1日
     相薬622 相模原市南区麻溝台１－２－１３
     042-705-4093  (042-705-4103)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     65

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  679270,027.6 東岡薬局 〒238-0242 （後発調１）第3864号      平成28年11月 1日
     浦市薬27 三浦市東岡町１０－３８
     046-881-6680  (046-881-6690)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  680274,001.7 たいよう薬局 〒238-0101 （後発調１）第4443号      平成30年 1月 1日
     浦市薬4001 三浦市南下浦町上宮田３１２５
     046-888-5107  (046-888-0917)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  681278,049.2 なぎさ薬局 〒238-0101 （後発調１）第2627号      平成28年 4月 1日
     浦市薬49 三浦市南下浦町上宮田３２６２－
     ４
     046-889-2421  (046-889-2429)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  682280,012.6 有限会社　三和薬局 〒257-0003 （後発調１）第3461号      平成28年 6月 1日
     秦薬12 秦野市南矢名１－１７－５
     0463-77-2327  (0463-77-3906)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  683280,023.3 佐野十全堂薬局本店 〒257-0035 （後発調１）第3630号      平成28年 8月 1日
     秦薬23 秦野市本町２－５－６
     0463-81-0031  (0463-84-3932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  684280,038.1 有限会社三和薬局駅前〒257-0003 （後発調１）第3462号      平成28年 6月 1日
     秦薬38 店 秦野市南矢名１－１１－２８
     0463-77-2321  (0463-77-3180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  685280,047.2 有限会社コスモファー〒257-0006 （後発調１）第2628号      平成28年 4月 1日
     秦薬47 マシー秦野北矢名店 秦野市北矢名１２７－７
     0463-79-3470  (0463-79-0076)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  686284,001.5 クリエイト薬局秦野平〒257-0015 （後発調１）第4161号      平成29年 5月 1日
     秦薬4001 沢店 秦野市平沢２９８－１
     0463-81-5518  (0463-81-5519)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  687284,004.9 スギ薬局　秦野平沢店〒257-0015 （後発調１）第4015号      平成29年 2月 1日
     秦薬4004 秦野市平沢４２３－１ヤオコー秦
     野店１Ｆ
     0463-79-8440  (0463-79-8460)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  688284,008.0 ミスト薬局 〒257-0003 （後発調１）第2856号      平成28年 4月 1日
     秦薬4008 秦野市南矢名１－４－１１
     0463-79-2520  (0463-79-2520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  689284,012.2 もも薬局 〒257-0003 （後発調１）第4484号      平成30年 2月 1日
     秦薬4012 秦野市南矢名１－１５－３－２
     0463-74-5115  (0463-74-5105)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     66

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  690284,016.3 アイ薬局　堀川店 〒259-1305 （後発調１）第4465号      平成30年 1月 1日
     秦薬4016 秦野市堀川１７４－２
     0463-87-6270  (0463-20-9394)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  691288,066.4 ユーアイ薬局 〒259-1322 （後発調１）第2399号      平成28年 4月 1日
     秦薬66 秦野市渋沢２－３－２１
     0463-87-0309  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  692288,070.6 みどり調剤薬局秦野店〒259-1311 （後発調１）第3463号      平成28年 6月 1日
     秦薬70 秦野市弥生町５－１４
     0463-87-2226  (0463-87-2911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  693288,071.4 有限会社ハナワ薬局 〒257-0003 （後発調１）第2400号      平成28年 4月 1日
     秦薬71 秦野市南矢名１－１４－３４－１
     Ｆ
     0463-76-3004  (0463-76-3004)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  694288,076.3 本町薬局 〒257-0035 （後発調１）第3579号      平成28年 7月 1日
     秦薬76 秦野市本町１－５－１０－１０１
     0463-84-0323  (0463-82-0771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  695288,077.1 望星おおね薬局 〒257-0003 （後発調１）第4225号      平成29年 7月 1日
     秦薬77 秦野市南矢名１－２－１産興クリ
     ニックビル１Ｆ
     0463-76-4193  (0463-76-4195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  696288,079.7 エース薬局 〒259-1317 （後発調１）第2631号      平成28年 4月 1日
     秦薬79 秦野市並木町１－２９
     0463-89-3070  (0463-89-3071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  697288,080.5 あゆみ薬局 〒259-1304 （後発調１）第2390号      平成28年 4月 1日
     秦薬80 秦野市堀山下５５８
     0463-89-3531  (0463-89-3532)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  698288,084.7 佐野十全堂薬局南が丘〒257-0017 （後発調１）第4107号      平成29年 4月 1日
     秦薬84 店 秦野市立野台１－２－５
     0463-84-2233  (0463-84-5656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  699288,086.2 望星秦野薬局 〒257-0017 （後発調１）第2401号      平成28年 4月 1日
     秦薬86 秦野市立野台１－２－４
     0463-85-1193  (0463-85-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  700288,107.6 しいの木薬局 〒259-1305 （後発調１）第2316号      平成28年 4月 1日
     秦薬107 秦野市堀川１７８－１さくら弐番
     館１０１号
     0463-80-6856  (0463-88-5747)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     67

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  701288,115.9 イオン薬局秦野店 〒257-0041 （後発調１）第4016号      平成29年 2月 1日
     秦薬115 秦野市入船町１２－１
     0463-85-2008  (0463-85-2038)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  702290,071.0 （有）石津薬局 〒243-0013 （後発調１）第3701号      平成28年 9月 1日
     厚薬71 厚木市泉町１１－３
     046-229-1130  (046-229-1187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  703290,081.9 飯田薬局厚木店 〒243-0803 （後発調１）第3581号      平成28年 7月 1日
     厚薬81 厚木市山際１－１
     046-246-0600  (046-246-0604)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  704290,086.8 若草薬局　戸室店 〒243-0031 （後発調１）第3865号      平成28年11月 1日
     厚薬86 厚木市戸室１－３２－３
     0462-23-6623  (0462-23-6623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  705294,001.3 アール薬局 〒243-0035 （後発調１）第3402号      平成28年 6月 1日
     厚薬4001 厚木市愛甲１－３－２
     046-258-6350  (046-248-8885)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  706294,005.4 ひなた薬局林店 〒243-0816 （後発調１）第2317号      平成28年 4月 1日
     厚薬4005 厚木市林３－６－４７
     046-294-3366  (046-294-3367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  707294,006.2 まんぼう薬局 〒243-0018 （後発調１）第3384号      平成28年 4月 1日
     厚薬4006 厚木市中町４－４－１５
     046-221-1193  (046-221-1193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  708294,009.6 メディスンショップ厚〒243-0203 （後発調１）第2230号      平成28年 4月 1日
     厚薬4009 木ピーチ薬局 厚木市下荻野１４８０－１
     046-280-6565  (046-280-6565)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  709294,015.3 わかば薬局愛甲店 〒243-0028 （後発調１）第3919号      平成28年12月 1日
     厚薬4015 厚木市愛甲西３－１５－５　
     046-250-3025  (046-250-3026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  710294,020.3 薬樹薬局厚木旭町 〒243-0014 （後発調１）第3983号      平成28年12月 1日
     厚薬4020 厚木市旭町１－２７－１　後藤ビ
     ル１Ｆ
     046-228-6506  (046-228-6526)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  711294,021.1 なかよし薬局愛甲店 〒243-0035 （後発調１）第4108号      平成29年 4月 1日
     厚薬4021 厚木市愛甲１－５－９
     046-248-7622  (046-248-7611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     68

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  712294,025.2 ウエルシア薬局本厚木〒243-0013 （後発調１）第4444号      平成30年 1月 1日
     厚薬4025 ミロード南館店 厚木市泉町１－１　小田急本厚木
     ミロード１南館１Ｆ
     046-228-6550  (046-228-6551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  713298,109.0 中町調剤薬局 〒243-0018 （後発調１）第2470号      平成28年 4月 1日
     厚薬109 厚木市中町２－１３－１４サンシ
     ャインビル１０１
     046-223-2212  (046-223-2212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  714298,113.2 ほうらい薬局 〒243-0018 （後発調１）第3144号      平成28年 4月 1日
     厚薬113 厚木市中町４－１０－２ハラダ中
     町ビル１Ｆ
     046-294-5215  (046-294-5228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  715298,137.1 厚木中町薬局 〒243-0018 （後発調１）第4017号      平成29年 2月 1日
     厚薬137 厚木市中町１－７－１５
     046-225-5625  (046-225-5625)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  716298,147.0 スギ薬局　南毛利店 〒243-0033 （後発調１）第4109号      平成29年 4月 1日
     厚薬147 厚木市温水９０６－１ヨークマー
     ト南毛利店内
     046-270-2189  (046-248-0586)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  717298,149.6 そうごう薬局　厚木店〒243-0033 （後発調１）第3920号      平成28年12月 1日
     厚薬149 厚木市温水１２７－１
     046-297-7081  (046-225-7182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  718298,151.2 なかよし薬局　酒井店〒243-0022 （後発調１）第4018号      平成29年 2月 1日
     厚薬151 厚木市酒井２５４１－１
     046-226-8222  (046-226-8886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  719298,161.1 悠々薬局 〒243-0035 （後発調１）第3147号      平成28年 4月 1日
     厚薬161 厚木市愛甲２－１２－２
     046-290-0800  (046-290-0801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  720300,087.4 南林間薬局 〒242-0006 （後発調１）第2472号      平成28年 4月 1日
     大和薬87 大和市南林間１－７－９
     0462-76-7805  (046-276-7913)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  721300,112.0 有限会社エスケー川上〒242-0006 （後発調１）第2167号      平成28年 4月 1日
     大和薬112 調剤薬局 大和市南林間２－５－３
     046-276-5927  (046-276-5927)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  722300,113.8 有限会社今木薬局 〒242-0006 （後発調１）第3961号      平成29年 1月 1日
     大和薬113 大和市南林間１－５－８
     046-274-2114  (046-276-5844)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     69

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  723300,116.1 ノバ薬局下和田店 〒242-0015 （後発調１）第2860号      平成28年 4月 1日
     大和薬116 大和市下和田１１７０－１
     046-268-3825  (046-268-3899)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  724300,117.9 田園ファーマシー 〒242-0007 （後発調１）第4110号      平成29年 4月 1日
     大和薬117 大和市中央林間４－１５－２２
     046-276-4800  (046-277-1355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  725300,118.7 有限会社コスモファー〒242-0006 （後発調１）第3702号      平成28年 9月 1日
     大和薬118 マシー南林間店 大和市南林間１－１－１
     046-272-4690  (046-272-4690)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  726300,121.1 ノバ薬局 〒242-0015 （後発調１）第2861号      平成28年 4月 1日
     大和薬121 大和市下和田１３０７－１
     046-269-9790  (046-269-9708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  727304,005.2 まごころ薬局下鶴間店〒242-0001 （後発調１）第2404号      平成28年 4月 1日
     大和薬4005 大和市下鶴間１７６３－５
     046-240-7590  (046-240-7590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  728304,010.2 調剤薬局ツルハドラッ〒242-0017 （後発調１）第2319号      平成28年 4月 1日
     大和薬4010 グ大和駅前店 大和市大和東１－２－１大和スカ
     イビル１Ｆ
     046-265-3268  (046-265-3268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  729304,016.9 にこにこ薬局 〒242-0005 （後発調１）第2862号      平成28年 4月 1日
     大和薬4016 大和市西鶴間８－１－８
     046-244-0853  (046-244-0860)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  730304,021.9 薬樹薬局　南林間 〒242-0003 （後発調１）第3866号      平成28年11月 1日
     大和薬4021 大和市林間２－１－２４　青木ビ
     ル１Ｆ
     046-278-2550  (046-278-2551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  731304,026.8 つばさ薬局 〒242-0021 （後発調１）第4045号      平成29年 1月 1日
     大和薬4026 大和市中央５－６－１　プリンス
     マンション１０２
     046-265-6780  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  732304,028.4 調剤薬局ツルハドラッ〒242-0024 （後発調１）第4286号      平成29年 8月 1日
     大和薬4028 グ大和渋谷店 大和市福田字乙一ノ区１９７８
     046-279-6268  (046-279-6268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  733304,029.2 ヤマグチ薬局西鶴間店〒242-0005 （後発調１）第4485号      平成30年 2月 1日
     大和薬4029 大和市西鶴間３－６－１　２Ｆ
     046-200-5121  (046-200-5122)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     70

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  734304,030.0 ココカラファイン薬局〒242-0021 （後発調１）第4259号      平成29年 7月 1日
     大和薬4030 大和中央店 大和市中央１－１－３
     046-260-1695  (046-260-1696)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  735304,031.8 やまぶき薬局高座渋谷〒242-0024 （後発調１）第4466号      平成30年 1月 1日
     大和薬4031 店 大和市福田１９７０
     046-269-6644  (046-269-7100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  736308,134.6 薬局　双葉堂 〒242-0005 （後発調１）第3332号      平成28年 5月 1日
     大和薬134 大和市西鶴間５－２２－１２
     0462-63-7010  (046-263-6667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  737308,139.5 ドリームファーマシー〒242-0024 （後発調１）第4075号      平成29年 3月 1日
     大和薬139 大和市福田５５１５－１
     046-268-8550  (046-268-8550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  738308,141.1 雙葉薬局 〒242-0007 （後発調１）第2232号      平成28年 4月 1日
     大和薬141 大和市中央林間３－１１－１８タ
     ニイビル１階
     046-272-6010  (046-272-6010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  739308,144.5 さくら薬局 〒242-0021 （後発調１）第3673号      平成28年 8月 1日
     大和薬144 大和市中央３－８－２６
     046-262-2731  (046-262-2732)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  740308,148.6 やまと中央薬局 〒242-0021 （後発調１）第4486号      平成30年 2月 1日
     大和薬148 大和市中央２－２－１
     046-261-6612  (046-261-6612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  741308,154.4 桜森マリン薬局 〒242-0028 （後発調１）第3703号      平成28年 9月 1日
     大和薬154 大和市桜森２－１２－１０クロー
     バーライフ桜森１０１
     046-200-2510  (046-200-2511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  742308,171.8 セブンス薬局　中央林〒242-0001 （後発調１）第2233号      平成28年 4月 1日
     大和薬171 間店 大和市下鶴間１５９８
     046-278-6626  (046-278-6636)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  743308,172.6 コンフォール薬局 〒242-0001 （後発調１）第2866号      平成28年 4月 1日
     大和薬172 大和市下鶴間２７７７－５－６
     046-277-8556  (046-277-8556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  744308,188.2 今木薬局駅前店 〒242-0006 （後発調１）第3333号      平成28年 5月 1日
     大和薬188 大和市南林間２－１１－１７第２
     萩原ビル１Ｆ
     046-276-1526  (046-277-5355)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     71

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  745308,190.8 ハート薬局　中央林間〒242-0007 （後発調１）第3465号      平成28年 6月 1日
     大和薬190 店 大和市中央林間２－２１－２０コ
     スモヒルズ中央林間１Ｆ２号室
     046-271-5181  (046-271-5182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  746308,200.5 ペンギン薬局 〒242-0007 （後発調１）第2867号      平成28年 4月 1日
     大和薬200 大和市中央林間４－５－５
     046-276-8640  (046-276-8590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  747308,209.6 イオン薬局大和鶴間店〒242-0001 （後発調１）第3149号      平成28年 4月 1日
     大和薬209 大和市下鶴間１－２－１
     046-200-3715  (046-200-3715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  748308,216.1 高座渋谷メディカルプ〒242-0024 （後発調１）第2234号      平成28年 4月 1日
     大和薬216 ラザ薬局 大和市福田２１６８－４
     046-244-6230  (046-244-6231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  749308,219.5 しろくま薬局 〒242-0017 （後発調１）第4357号      平成29年10月 1日
     大和薬219 大和市大和東１－３－１５大和ミ
     ラービルＢ１Ｆ
     046-265-1011  (046-265-1011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  750308,225.2 イオン薬局つきみ野店〒242-0002 （後発調１）第3867号      平成28年11月 1日
     大和薬225 大和市つきみ野１－６－１　イオ
     ンつきみ野店１Ｆ
     046-278-6089  (046-278-6091)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  751308,237.7 健ナビ薬樹薬局　南林〒242-0003 （後発調１）第3152号      平成28年 4月 1日
     大和薬237 間 大和市林間２－１－２５ルックハ
     イツ南林間１Ｆ
     046-276-0435  (046-276-0446)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  752308,239.3 こすもす南薬局 〒242-0016 （後発調１）第2235号      平成28年 4月 1日
     大和薬239 大和市大和南２－８－９
     046-261-8881  (046-244-0188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  753310,172.2 日野薬局 〒234-0051 （後発調１）第2644号      平成28年 4月 1日
     港南薬172 横浜市港南区日野９－４４－２１
     045-842-8467  (045-842-8457)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  754314,002.7 たから薬局港南店 〒234-0051 （後発調１）第3156号      平成28年 4月 1日
     港南薬4002 横浜市港南区日野５－３－４
     045-353-7880  (045-353-7881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     72

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  755314,007.6 ファーミック薬局　港〒234-0054 （後発調１）第3921号      平成28年12月 1日
     港南薬4007 南台店 横浜市港南区港南台４－３－９　
     荒井ビル１０Ｅ
     045-352-7062  (045-352-7064)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  756314,010.0 ダイエー港南台店第２〒234-0054 （後発調１）第4327号      平成29年 9月 1日
     港南薬4010 薬局 横浜市港南区港南台３－１－２
     045-836-1788  (045-836-1789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  757314,011.8 港南中央薬局 〒233-0003 （後発調１）第4021号      平成29年 2月 1日
     港南薬4011 横浜市港南区港南２－２－１３
     045-353-8882  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  758314,012.6 ミチト薬局野庭店 〒234-0056 （後発調１）第4076号      平成29年 3月 1日
     港南薬4012 横浜市港南区野庭町６６５　野庭
     団地サブセンター内
     045-349-4721  (045-349-4722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  759314,014.2 ハックドラッグ港南台〒234-0054 （後発調１）第4487号      平成30年 2月 1日
     港南薬4014 駅前薬局 横浜市港南区港南台４－１－３
     045-830-1691  (045-830-1692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  760314,015.9 ハックドラッグ港南台〒234-0054 （後発調１）第4488号      平成30年 2月 1日
     港南薬4015 バーズⅠ薬局 横浜市港南区港南台３－１－３　
     港南台バーズ１Ｆ
     045-836-1282  (045-836-1283)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  761314,016.7 ひかり薬局上大岡店 〒233-0002 （後発調１）第4445号      平成30年 1月 1日
     港南薬4016 横浜市港南区上大岡西１－１７－
     ２８
     045-842-0022  (045-842-0023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  762318,182.3 玄和堂薬局横浜店 〒233-0002 （後発調１）第2168号      平成28年 4月 1日
     港南薬182 横浜市港南区上大岡西１－６－１
     京急百貨店６Ｆ
     045-848-7600  (045-848-7601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  763318,195.5 ナレッジファーマシー〒233-0015 （後発調１）第4022号      平成29年 2月 1日
     港南薬195 横浜市港南区日限山１－５７－４
     ０
     045-820-6623  (045-820-6610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  764318,196.3 オオミ薬局 〒234-0054 （後発調１）第2474号      平成28年 4月 1日
     港南薬196 横浜市港南区港南台７－４２－３
     ０サンライズ港南台１－Ｅ
     045-834-1660  (045-834-1665)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     73

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  765318,202.9 桜台薬局 〒233-0011 （後発調１）第2171号      平成28年 4月 1日
     港南薬202 横浜市港南区東永谷１－１－２０
     045-825-8050  (045-825-8030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  766318,204.5 薬局マツモトキヨシ上〒233-0002 （後発調１）第4446号      平成30年 1月 1日
     港南薬204 大岡京急駅ビル店 横浜市港南区上大岡西１－６－１
     045-846-1011  (045-846-1011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  767318,214.4 ダイエー港南台店薬局〒234-0054 （後発調１）第3467号      平成28年 6月 1日
     港南薬214 横浜市港南区港南台３－１－２
     045-831-2866  (045-830-0337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  768318,238.3 ミチト薬局 〒234-0052 （後発調１）第2172号      平成28年 4月 1日
     港南薬238 横浜市港南区笹下２－７－１２
     045-842-5811  (045-842-5904)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  769318,249.0 クリエイト薬局　港南〒234-0051 （後発調１）第3962号      平成29年 1月 1日
     港南薬249 日野店 横浜市港南区日野５－５－１
     045-847-4466  (045-847-4467)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  770318,250.8 ハーモニー薬局 〒233-0013 （後発調１）第2475号      平成28年 4月 1日
     港南薬250 横浜市港南区丸山台２－２－６
     045-841-3222  (045-841-3233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  771318,254.0 ミナト薬局 〒233-0001 （後発調１）第3334号      平成28年 5月 1日
     港南薬254 横浜市港南区上大岡東１－１１－
     ２６　上大岡ＳＫビル１Ｆ
     045-842-6884  (045-842-6884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  772318,259.9 みつや薬局 〒234-0052 （後発調１）第3158号      平成28年 4月 1日
     港南薬259 横浜市港南区笹下２－４－１４
     045-848-2506  (045-848-2507)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  773318,269.8 菜の花薬局 〒233-0013 （後発調１）第2406号      平成28年 4月 1日
     港南薬269 横浜市港南区丸山台２－３－９エ
     クセレントヒルズ１０３
     045-845-5786  (045-845-5761)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  774320,046.6 株式会社石黒薬局 〒241-0032 （後発調１）第4358号      平成29年10月 1日
     旭薬46 横浜市旭区今宿東町９０１
     045-951-2281  (045-953-1818)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  775320,061.5 つくの薬品有限会社　〒241-0815 （後発調１）第2646号      平成28年 4月 1日
     旭薬61 つくの薬局 横浜市旭区中尾１－４８－７
     045-363-8341  (045-363-8260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     74

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  776320,082.1 つかさ薬局 〒241-0021 （後発調１）第4163号      平成29年 5月 1日
     旭薬82 横浜市旭区鶴ケ峰本町１－３８－
     １３
     045-953-8670  (045-953-8670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  777320,086.2 安井薬局 〒241-0816 （後発調１）第2873号      平成28年 4月 1日
     旭薬86 横浜市旭区笹野台１－５４－８佐
     々木マンション１０２
     045-365-0030  (045-365-0030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  778320,111.8 有限会社さえだ薬局 〒241-0001 （後発調１）第2874号      平成28年 4月 1日
     旭薬111 横浜市旭区上白根町８９１西ひか
     りが丘団地１８－４－１０１
     045-952-2626  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  779320,112.6 あさひ薬局　鶴ヶ峰店〒241-0022 （後発調１）第3335号      平成28年 5月 1日
     旭薬112 横浜市旭区鶴ヶ峰２－６７－８
     045-371-0193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  780320,113.4 有限会社木須調剤薬局〒241-0825 （後発調１）第3583号      平成28年 7月 1日
     旭薬113 横浜市旭区中希望が丘１３８－１
     045-391-6388  (045-391-6388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  781320,118.3 あさひ薬局　二俣川店〒241-0821 （後発調１）第3963号      平成29年 1月 1日
     旭薬118 横浜市旭区二俣川１－５－５
     045-361-2448  (045-391-2351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  782320,124.1 タダノ薬局 〒241-0005 （後発調１）第2121号      平成28年 4月 1日
     旭薬124 横浜市旭区白根３－２８－１
     045-954-3750  (045-953-0679)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  783320,136.5 ふたば薬局 〒241-0835 （後発調１）第2648号      平成28年 4月 1日
     旭薬136 横浜市旭区柏町４７－６
     045-365-5037  (045-367-2219)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  784320,139.9 ファースト薬局 〒241-0014 （後発調１）第3468号      平成28年 6月 1日
     旭薬139 横浜市旭区市沢町９９５－３５
     045-351-9632  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  785324,001.7 ひばり薬局 〒241-0821 （後発調１）第3585号      平成28年 7月 1日
     旭薬4001 横浜市旭区二俣川２－３６－３
     045-365-1733  (045-365-1753)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  786324,006.6 ココ第一薬局二俣川店〒241-0821 （後発調１）第2649号      平成28年 4月 1日
     旭薬4006 横浜市旭区二俣川１－４３ドン・
     キホーテ２Ｆ
     045-367-1095  (045-367-1092)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     75

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  787324,007.4 薬樹薬局鶴ヶ峰２丁目〒241-0022 （後発調１）第3469号      平成28年 6月 1日
     旭薬4007 店 横浜市旭区鶴ケ峰２－２９－１８
     加々美ビル１Ｆ
     045-370-5232  (045-370-5233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  788324,013.2 ふたば薬局南まきが原〒241-0835 （後発調１）第3677号      平成28年 8月 1日
     旭薬4013 ライフ店 横浜市旭区柏町１２７
     045-360-0666  (04-360-0667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  789324,014.0 白根ゆり薬局 〒241-0002 （後発調１）第4164号      平成29年 5月 1日
     旭薬4014 横浜市旭区上白根２－６６－１８
     　
     045-744-5863  (045-744-5864)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  790324,018.1 ハックドラッグ希望ヶ〒241-0825 （後発調１）第4328号      平成29年 9月 1日
     旭薬4018 丘薬局 横浜市旭区中希望が丘９９－３　
     第５山庄ビル
     045-360-8889  (045-360-8989)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  791324,019.9 ハックドラッグ鶴ヶ峰〒241-0022 （後発調１）第4112号      平成29年 4月 1日
     旭薬4019 薬局 横浜市旭区鶴ケ峰２－８２－１　
     ココロット鶴ヶ峰１Ｆ
     045-370-0187  (045-370-0197)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  792324,022.3 イカリ薬局東希望が丘〒241-0826 （後発調１）第4140号      平成29年 4月 1日
     旭薬4022 店 横浜市旭区東希望が丘１０５－１
     　ハロースプリングビル１Ｆ
     045-444-9771  (045-444-9777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  793324,027.2 白根調剤薬局 〒241-0005 （後発調１）第4231号      平成29年 7月 1日
     旭薬4027 横浜市旭区白根５－１６－３１
     045-951-1734  (045-951-1734)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  794324,028.0 プラム薬局鶴ヶ峰店 〒241-0011 （後発調１）第4329号      平成29年 9月 1日
     旭薬4028 横浜市旭区川島町１８７６－１９
     　エスペランサⅣ　１Ｆ
     045-373-3700  (045-373-3701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  795324,029.8 かもめ薬局 〒241-0816 （後発調１）第4394号      平成29年11月 1日
     旭薬4029 横浜市旭区笹野台１－３１－６
     045-360-2177  (045-360-2178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  796324,032.2 明日花薬局２ 〒241-0821 （後発調１）第4393号      平成29年11月 1日
     旭薬4032 横浜市旭区二俣川２－５６
     045-390-5070  (045-390-5071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     76

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  797328,157.3 しらゆり薬局 〒241-0024 （後発調１）第3922号      平成28年12月 1日
     旭薬157 横浜市旭区本村町１０１－３
     045-365-2070  (045-365-2070)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  798328,163.1 わかば薬局 〒241-0801 （後発調１）第3470号      平成28年 6月 1日
     旭薬163 横浜市旭区若葉台１－３－１
     045-923-1223  (045-923-1223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  799328,164.9 株式会社石黒薬局　白〒241-0005 （後発調１）第3587号      平成28年 7月 1日
     旭薬164 根店 横浜市旭区白根４－１－１７
     045-951-3781  (045-951-5583)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  800328,168.0 イカリ薬局 〒241-0825 （後発調１）第3733号      平成28年 9月 1日
     旭薬168 横浜市旭区中希望が丘１０１
     045-391-0511  (045-459-5004)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  801328,173.0 ふたば薬局二俣川店 〒241-0821 （後発調１）第2650号      平成28年 4月 1日
     旭薬173 横浜市旭区二俣川２－２２－１
     045-364-9982  (045-364-0476)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  802328,174.8 トマト薬局希望が丘店〒241-0825 （後発調１）第3512号      平成28年 7月 1日
     旭薬174 横浜市旭区中希望が丘２４６－５
     エスポワール希望が丘１０１
     045-360-2347  (045-360-2348)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  803328,177.1 クリエイトエス・ディ〒241-0816 （後発調１）第3165号      平成28年 4月 1日
     旭薬177 ー横浜三ッ境店薬局 横浜市旭区笹野台１－１－４３
     045-360-6314  (045-360-6304)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  804328,179.7 みつば薬局 〒241-0836 （後発調１）第2651号      平成28年 4月 1日
     旭薬179 横浜市旭区万騎が原１０５－６
     045-360-6155  (045-360-6898)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  805328,180.5 ココ第一薬局本店 〒241-0821 （後発調１）第4359号      平成29年10月 1日
     旭薬180 横浜市旭区二俣川１－４５
     045-364-5529  (0120-897-693)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  806328,181.3 木須薬局駅前店 〒241-0826 （後発調１）第3588号      平成28年 7月 1日
     旭薬181 横浜市旭区東希望が丘９９－１０
     045-365-3717  (045-365-3717)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  807328,187.0 クリエイトエス・ディ〒241-0031 （後発調１）第3167号      平成28年 4月 1日
     旭薬187 ー横浜今宿店薬局 横浜市旭区今宿西町４７４－１
     045-958-2861  (045-958-2862)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     77

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  808328,192.0 二俣川薬局 〒241-0821 （後発調１）第2652号      平成28年 4月 1日
     旭薬192 横浜市旭区二俣川１－６－１二俣
     川北口ビル１Ｆ
     045-369-3691  (045-369-3692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  809328,203.5 グリーン薬局 〒241-0022 （後発調１）第3169号      平成28年 4月 1日
     旭薬203 横浜市旭区鶴ケ峰２－８２－１　
     ココロット鶴ヶ峰２０５号室
     045-370-6061  (045-370-6062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  810328,211.8 薬局たんぽぽ 〒241-0825 （後発調１）第4489号      平成30年 2月 1日
     旭薬211 横浜市旭区中希望が丘１００－４
     センタービル２Ｆ
     045-360-7543  (045-360-7542)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  811328,212.6 カワセ薬局　希望が丘〒241-0825 （後発調１）第3869号      平成28年11月 1日
     旭薬212 店 横浜市旭区中希望が丘９４－２２
     －１
     045-369-7137  (045-369-7136)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  812328,214.2 スマイル薬局　二俣川〒241-0821 （後発調１）第3172号      平成28年 4月 1日
     旭薬214 店 横浜市旭区二俣川２－５８－１
     045-362-3443  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  813328,216.7 さくら薬局　横浜二俣〒241-0821 （後発調１）第4077号      平成29年 3月 1日
     旭薬216 川店 横浜市旭区二俣川１－４５－４１
     関本ビル１Ｆ
     045-369-1481  (045-369-1581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  814328,221.7 カワセ薬局　ひかりが〒241-0001 （後発調１）第3174号      平成28年 4月 1日
     旭薬221 丘店 横浜市旭区上白根町８９１　西ひ
     かりが丘団地１８－３号棟　１０
     ２
     045-952-3663  (045-952-3668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  815328,222.5 なつめ薬局 〒241-0814 （後発調１）第4287号      平成29年 8月 1日
     旭薬222 横浜市旭区中沢３－２１－２０
     045-489-8217  (045-489-8218)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  816328,228.2 リーフ薬局上白根 〒241-0002 （後発調１）第3472号      平成28年 6月 1日
     旭薬228 横浜市旭区上白根１－９－１
     045-444-8320  (045-444-8113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  817330,050.6 有限会社　近藤薬局 〒226-0027 （後発調１）第2653号      平成28年 4月 1日
     緑薬50 横浜市緑区長津田４－１－２２
     045-981-0121  (045-981-5759)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     78

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  818330,075.3 くすりのサニタ　竹山〒226-0005 （後発調１）第4196号      平成29年 6月 1日
     緑薬75 店 横浜市緑区竹山３－１－８
     045-933-3033  (045-933-3033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  819330,101.7 有限会社　中山薬局 〒226-0011 （後発調１）第2169号      平成28年 4月 1日
     緑薬101 横浜市緑区中山町１６０
     045-931-5531  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  820330,150.4 薬樹薬局　長津田 〒226-0027 （後発調１）第3177号      平成28年 4月 1日
     緑薬150 横浜市緑区長津田５－３－３４サ
     ンエースビル１Ｆ
     045-982-2324  (045-982-6094)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  821330,188.4 十日市場調剤薬局 〒226-0025 （後発調１）第4024号      平成29年 2月 1日
     緑薬188 横浜市緑区十日市場町８０１－８
     045-982-0720  (045-982-9189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  822330,201.5 さなえ薬局　中山店 〒226-0011 （後発調１）第3337号      平成28年 5月 1日
     緑薬201 横浜市緑区中山町３０６－１８
     045-937-0350  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  823334,002.3 えがお薬局　長津田店〒226-0027 （後発調１）第3287号      平成28年 4月 1日
     緑薬4002 横浜市緑区長津田５－４－１長津
     田クリニックビル１Ｆ
     045-988-8867  (045-988-8868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  824334,005.6 調剤薬局ツルハドラッ〒226-0014 （後発調１）第4413号      平成29年12月 1日
     緑薬4005 グ中山店 横浜市緑区台村町３５０矢島ビル
     １Ｆ
     045-931-1268  (045-931-1268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  825334,011.4 かんばやし薬局 〒226-0011 （後発調１）第3885号      平成28年10月 1日
     緑薬4011 横浜市緑区中山町６２９
     045-500-9401  (045-500-9402)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  826334,013.0 薬局トモズ長津田店 〒226-0027 （後発調１）第4447号      平成30年 1月 1日
     緑薬4013 横浜市緑区長津田５－３－７
     045-482-3141  (045-988-5220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  827334,014.8 はな緑薬局 〒226-0021 （後発調１）第4426号      平成29年11月 1日
     緑薬4014 横浜市緑区北八朔町１２０９－１
     ０
     045-507-7461  (045-507-7462)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     79

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  828334,016.3 ココカラファイン薬局〒226-0025 （後発調１）第4430号      平成29年12月 1日
     緑薬4016 十日市場駅前店 横浜市緑区十日市場町８０１－８
     　ホーメストプラザ東館１０３
     045-983-2482  (045-989-1440)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  829338,215.7 わかば薬局　鴨居店 〒226-0003 （後発調１）第3474号      平成28年 6月 1日
     緑薬215 横浜市緑区鴨居３－８－１６カー
     ムムカイハラ１Ｆ
     045-937-4815  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  830338,220.7 つかさ薬局 〒226-0011 （後発調１）第4330号      平成29年 9月 1日
     緑薬220 横浜市緑区中山町３２２－２
     045-932-8169  (045-932-8169)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  831338,230.6 望星横浜みどり薬局 〒226-0025 （後発調１）第3923号      平成28年12月 1日
     緑薬230 横浜市緑区十日市場町１７２６－
     １３
     045-989-4193  (045-989-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  832338,231.4 やよい薬局　十日市場〒226-0025 （後発調１）第3964号      平成29年 1月 1日
     緑薬231 店 横浜市緑区十日市場町８１９－９
     リトルバレー１０２
     045-989-4333  (045-989-4308)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  833338,238.9 若葉薬局 〒226-0027 （後発調１）第2322号      平成28年 4月 1日
     緑薬238 横浜市緑区長津田５－４－１長津
     田クリニックビル１Ｆ
     045-988-1560  (045-988-1562)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  834338,244.7 あおば薬局 〒226-0025 （後発調１）第3403号      平成28年 6月 1日
     緑薬244 横浜市緑区十日市場町８１９－１
     ２
     045-306-7500  (045-306-7501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  835338,248.8 ひなた薬局　横浜店 〒226-0006 （後発調１）第3339号      平成28年 5月 1日
     緑薬248 横浜市緑区白山４－７３－１３
     045-509-1193  (045-509-1192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  836338,255.3 ダイエー十日市場店薬〒226-0025 （後発調１）第3475号      平成28年 6月 1日
     緑薬255 局 横浜市緑区十日市場町８１８－２
     045-989-5107  (045-989-5108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  837338,256.1 えがお薬局 〒226-0003 （後発調１）第3380号      平成28年 5月 1日
     緑薬256 横浜市緑区鴨居１－７－８
     045-938-4701  (045-938-4702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     80

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  838338,257.9 あゆみ調剤薬局 〒226-0022 （後発調１）第3476号      平成28年 6月 1日
     緑薬257 横浜市緑区青砥町１１２２－２　
     クエステ中山１０１
     045-938-5453  (045-937-0190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  839338,262.9 グリーン薬局 〒226-0011 （後発調１）第3340号      平成28年 5月 1日
     緑薬262 横浜市緑区中山町３０５－１
     045-507-4775  (045-507-4775)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  840338,264.5 やよい薬局中山店 〒226-0011 （後発調１）第2881号      平成28年 4月 1日
     緑薬264 横浜市緑区中山町９０７－３８
     045-482-4839  (045-482-4903)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  841338,270.2 くすのき薬局　長津田〒226-0027 （後発調１）第4448号      平成30年 1月 1日
     緑薬270 駅前店 横浜市緑区長津田４－５－４
     045-989-6622  (045-989-6621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  842338,271.0 アピタ長津田薬局 〒226-0018 （後発調１）第2654号      平成28年 4月 1日
     緑薬271 横浜市緑区長津田みなみ台４－７
     －１
     045-989-1218  (045-989-1219)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  843340,024.9 有限会社平本薬局 〒246-0031 （後発調１）第3590号      平成28年 7月 1日
     瀬薬24 横浜市瀬谷区瀬谷３－１－３０
     045-301-0019  (045-302-9918)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  844340,061.1 横浜薬局有限会社 〒246-0022 （後発調１）第3680号      平成28年 8月 1日
     瀬薬61 横浜市瀬谷区三ツ境１０４－４
     045-391-6490  (045-366-3824)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  845344,009.6 大信薬局　横浜三ツ境〒246-0022 （後発調１）第4301号      平成29年 8月 7日
     瀬薬4009 店 横浜市瀬谷区三ツ境６－２　
     045-442-3855  (045-442-3859)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  846348,088.6 メディコ本郷薬局 〒246-0015 （後発調１）第3592号      平成28年 7月 1日
     瀬薬88 横浜市瀬谷区本郷３－２０－１本
     郷ハイツＥ１０１
     045-303-7602  (045-303-7602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  847348,095.1 カワセ薬局南店 〒246-0022 （後発調１）第2479号      平成28年 4月 1日
     瀬薬95 横浜市瀬谷区三ツ境１０７－１キ
     ャステル三ツ境１Ｆ
     045-390-3731  (045-390-3732)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  848348,099.3 センター南薬局 〒246-0031 （後発調１）第4449号      平成30年 1月 1日
     瀬薬99 横浜市瀬谷区瀬谷４－９－８
     045-306-1970  (045-306-1970)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     81

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  849348,100.9 瀬谷中央薬局 〒246-0025 （後発調１）第2885号      平成28年 4月 1日
     瀬薬100 横浜市瀬谷区阿久和西３－１－１
     ３
     045-360-9922  (045-360-9923)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  850348,101.7 ひらもと東薬局 〒246-0013 （後発調１）第4490号      平成30年 2月 1日
     瀬薬101 横浜市瀬谷区相沢２－５９－８
     045-306-0933  (045-306-0966)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  851348,110.8 矢野調剤薬局　瀬谷店〒246-0035 （後発調１）第4395号      平成29年11月 1日
     瀬薬110 横浜市瀬谷区下瀬谷１－４１－５
     045-300-3310  (045-300-3310)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  852348,112.4 えがお薬局　三ツ境店〒246-0031 （後発調１）第2656号      平成28年 4月 1日
     瀬薬112 横浜市瀬谷区瀬谷１－２３－４Ｙ
     ビル１Ｆ
     045-300-3292  (045-300-3292)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  853348,116.5 センター西薬局 〒246-0031 （後発調１）第3184号      平成28年 4月 1日
     瀬薬116 横浜市瀬谷区瀬谷５－２－１
     045-744-7574  (045-744-7574)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  854348,121.5 ダイエー三ツ境店薬局〒246-0022 （後発調１）第2887号      平成28年 4月 1日
     瀬薬121 横浜市瀬谷区三ツ境７－１
     045-273-3088  (045-273-3089)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  855348,123.1 クリエイト薬局　瀬谷〒246-0031 （後発調１）第3186号      平成28年 4月 1日
     瀬薬123 駅南口店 横浜市瀬谷区瀬谷４－１－１
     045-306-1216  (045-306-1217)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  856348,125.6 ひらもと南薬局 〒246-0031 （後発調１）第2888号      平成28年 4月 1日
     瀬薬125 横浜市瀬谷区瀬谷４－５－７レラ
     ジオーネ１０２
     045-442-8820  (045-442-8667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  857354,000.2 田園薬局　本郷台店 〒247-0007 （後発調１）第4026号      平成29年 2月 1日
     栄薬4000 横浜市栄区小菅ケ谷１－４－６
     045-891-2330  (045-893-1439)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  858354,001.0 本郷台ファーマシー 〒247-0007 （後発調１）第4141号      平成29年 4月 1日
     栄薬4001 横浜市栄区小菅ケ谷１－１５－２
     長島マンション１０７
     045-894-3354  (045-894-2042)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     82

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  859354,005.1 小菅ヶ谷薬局 〒247-0007 （後発調１）第4078号      平成29年 3月 1日
     栄薬4005 横浜市栄区小菅ケ谷２－３９－１
     ２
     045-435-5126  (045-435-5136)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  860354,007.7 たんぽぽ薬局飯島店 〒244-0842 （後発調１）第4414号      平成29年12月 1日
     栄薬4007 横浜市栄区飯島町１３２９－３
     045-890-5811  (045-890-5812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  861354,008.5 薬局わかば笠間 〒247-0006 （後発調１）第3593号      平成28年 7月 1日
     栄薬4008 横浜市栄区笠間４－１０－３
     045-443-8950  (045-443-8951)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  862354,010.1 アイセイ薬局本郷台店〒247-0008 （後発調１）第4376号      平成29年10月 1日
     栄薬4010 横浜市栄区本郷台３－１－９
     045-891-2993  (045-895-2224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  863358,017.2 上之薬局 〒247-0025 （後発調１）第4491号      平成30年 2月 1日
     栄薬17 横浜市栄区上之町２－６
     045-894-7315  (045-894-7315)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  864358,021.4 鎌倉ファーマシー大船〒247-0006 （後発調１）第2409号      平成28年 4月 1日
     栄薬21 薬局 横浜市栄区笠間２－１４－１
     045-895-2023  (045-895-2023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  865358,030.5 ミスギ薬局 〒247-0008 （後発調１）第3187号      平成28年 4月 1日
     栄薬30 横浜市栄区本郷台２－３１－１２
     045-891-3278  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  866358,032.1 有限会社すずらん薬局〒247-0011 （後発調１）第2124号      平成28年 4月 1日
     栄薬32 若竹店 横浜市栄区元大橋１－３７－１０
     さかえハイツ１０５
     045-891-6207  (045-891-6183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  867358,046.1 柏陽薬局 〒247-0004 （後発調１）第3188号      平成28年 4月 1日
     栄薬46 横浜市栄区柏陽２０－３コーポ寿
     １０２
     045-893-9951  (045-893-9952)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  868358,047.9 ユキ調剤薬局 〒247-0005 （後発調１）第3344号      平成28年 5月 1日
     栄薬47 横浜市栄区桂町１５８－６本郷台
     三和プラザ１０３
     045-894-3030  (045-894-3030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     83

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  869358,056.0 オオミ薬局　栄店 〒247-0007 （後発調１）第2480号      平成28年 4月 1日
     栄薬56 横浜市栄区小菅ケ谷４－９－１グ
     ランシャリオ本郷台３号
     045-890-5310  (045-890-5315)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  870358,061.0 さかえ薬局 〒247-0005 （後発調１）第3513号      平成28年 7月 1日
     栄薬61 横浜市栄区桂町２７４－１５１Ｆ
     南側
     045-896-4566  (045-897-3144)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  871358,062.8 ユキ調剤薬局　大船駅〒247-0006 （後発調１）第2173号      平成28年 4月 1日
     栄薬62 前店 横浜市栄区笠間１－１－１ルリエ
     大船１０４－Ｂ
     045-392-6641  (045-392-6652)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  872358,067.7 シーガル調剤薬局本郷〒247-0015 （後発調１）第2894号      平成28年 4月 1日
     栄薬67 店 横浜市栄区中野町２７－１
     045-897-5955  (045-897-5956)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  873364,004.2 アロー薬局いずみ中央〒245-0024 （後発調１）第3345号      平成28年 5月 1日
     泉薬4004 店 横浜市泉区和泉中央北４－３０－
     ７それいゆ泉Ｃ号室
     045-800-3161  (045-800-3162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  874368,018.8 泉区休日調剤薬局 〒245-0012 （後発調１）第3191号      平成28年 4月 1日
     泉薬18 横浜市泉区中田北１－９－８
     045-801-3666  (045-804-7397)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  875368,019.6 ツルヤ薬局 〒245-0002 （後発調１）第2661号      平成28年 4月 1日
     泉薬19 横浜市泉区緑園６－１－１９
     045-812-8587  (045-812-9013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  876368,027.9 阿部薬局　東原店 〒245-0014 （後発調１）第3478号      平成28年 6月 1日
     泉薬27 横浜市泉区中田南２－１－３０
     045-801-8143  (045-801-8175)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  877368,029.5 緑園調剤薬局 〒245-0002 （後発調１）第2662号      平成28年 4月 1日
     泉薬29 横浜市泉区緑園２－１－６－１０
     １
     045-813-3601  (045-813-3601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  878368,037.8 有限会社すずらん薬局〒245-0016 （後発調１）第2125号      平成28年 4月 1日
     泉薬37 いずみ野店 横浜市泉区和泉町６２１６－１
     045-804-7691  (045-804-7691)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     84

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  879368,050.1 西が岡薬局 〒245-0006 （後発調１）第3404号      平成28年 6月 1日
     泉薬50 横浜市泉区西が岡２－１２－１
     045-812-8584  (045-812-8584)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  880368,057.6 さくら薬局 〒245-0002 （後発調１）第4452号      平成30年 1月 1日
     泉薬57 横浜市泉区緑園５－２９－１０
     045-813-7255  (045-813-7287)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  881368,058.4 フラム薬局 〒245-0015 （後発調１）第3479号      平成28年 6月 1日
     泉薬58 横浜市泉区中田西１－１－２７
     045-805-5101  (045-805-5103)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  882368,062.6 あすか薬局白百合店 〒245-0005 （後発調１）第2893号      平成28年 4月 1日
     泉薬62 横浜市泉区白百合１－１－８
     045-814-2918  (045-814-2918)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  883368,063.4 コスモ薬局　中田店 〒245-0012 （後発調１）第3480号      平成28年 6月 1日
     泉薬63 横浜市泉区中田北２－７－３アイ
     エイチビルⅢ
     045-800-3595  (045-800-3596)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  884368,067.5 ウェルパーク薬局　立〒245-0015 （後発調１）第3735号      平成28年 9月 1日
     泉薬67 場店 横浜市泉区中田西１－２－６
     045-806-5151  (045-806-5152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  885368,069.1 みらい薬局　岡津店 〒245-0003 （後発調１）第4492号      平成30年 2月 1日
     泉薬69 横浜市泉区岡津町２２４３
     045-810-4701  (045-810-4702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  886368,071.7 なの花薬局いずみ店 〒245-0016 （後発調１）第3195号      平成28年 4月 1日
     泉薬71 横浜市泉区和泉中央北二丁目２番
     ２９号
     045-802-8881  (045-802-4799)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  887368,079.0 みのり薬局 〒245-0016 （後発調１）第2238号      平成28年 4月 1日
     泉薬79 横浜市泉区和泉町５２３－２
     045-805-6690  (045-805-6690)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  888368,092.3 薬樹薬局　いずみ中央〒245-0018 （後発調１）第3197号      平成28年 4月 1日
     泉薬92 ２号店 横浜市泉区上飯田町９３９－１　
     メゾンドール１Ｆ　１０１
     045-806-2716  (045-806-2717)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  889368,093.1 あすか薬局西が岡店 〒245-0006 （後発調１）第2897号      平成28年 4月 1日
     泉薬93 横浜市泉区西が岡１－２０－１６
     045-410-7300  (045-410-7300)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     85

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  890368,100.4 大信薬局いずみ野店 〒245-0016 （後発調１）第2898号      平成28年 4月 1日
     泉薬100 横浜市泉区和泉町５７３５－１４
     045-804-3178  (045-827-3291)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  891374,000.8 クリエイト薬局青葉あ〒225-0003 （後発調１）第3786号      平成28年10月 1日
     青薬4000 ざみ野店 横浜市青葉区新石川１－１３－１
     ０
     045-909-1013  (045-909-1014)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  892374,004.0 スマイル薬局青葉黒須〒225-0022 （後発調１）第3349号      平成28年 5月 1日
     青薬4004 田店 横浜市青葉区黒須田３２－１
     045-532-6846  (045-532-6847)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  893374,007.3 大信薬局　たまプラー〒225-0002 （後発調１）第2899号      平成28年 4月 1日
     青薬4007 ザ店 横浜市青葉区美しが丘２－１７－
     ２
     045-905-2550  (045-905-2551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  894374,008.1 大信薬局　こどもの国〒227-0038 （後発調１）第3736号      平成28年 9月 1日
     青薬4008 店 横浜市青葉区奈良５－１－１０
     045-961-1777  (045-961-1777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  895374,013.1 ＥＢＳ薬局　たまプラ〒225-0002 （後発調１）第2664号      平成28年 4月 1日
     青薬4013 ーザ店 横浜市青葉区美しが丘２－１８－
     １５
     045-905-1850  (045-905-1851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  896374,016.4 薬局トモズ　江田店 〒225-0015 （後発調１）第4513号      平成30年 3月 1日
     青薬4016 横浜市青葉区荏田北３－１－１東
     急ストア江田店１Ｆ
     045-914-8155  (045-914-8156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  897374,018.0 あかね台たんぽぽ薬局〒227-0065 （後発調１）第2900号      平成28年 4月 1日
     青薬4018 横浜市青葉区恩田町１７７８－１
     045-960-0231  (045-960-0233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  898374,024.8 ハックドラッグ青葉台〒227-0062 （後発調１）第4416号      平成29年12月 1日
     青薬4024 薬局 横浜市青葉区青葉台２－９－１０
     045-989-1381  (045-989-1387)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  899374,025.5 ハックドラッグあざみ〒225-0011 （後発調１）第3966号      平成29年 1月 1日
     青薬4025 野薬局 横浜市青葉区あざみ野１－１１－
     ２　１Ｆ
     045-909-1427  (045-909-1455)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     86

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  900374,026.3 ハックベリー美しが丘〒225-0001 （後発調１）第3870号      平成28年11月 1日
     青薬4026 薬局 横浜市青葉区美しが丘西３－６５
     －３
     045-902-5984  (045-902-5987)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  901374,027.1 ハックドラッグ青葉台〒227-0062 （後発調１）第3822号      平成28年 9月 1日
     青薬4027 パルテ薬局 横浜市青葉区青葉台２－８－２０
     　パルテ青葉台１Ｆ
     045-988-1112  (045-988-1113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  902374,029.7 クリエイト薬局市が尾〒225-0024 （後発調１）第4362号      平成29年10月 1日
     青薬4029 駅東口店 横浜市青葉区市ケ尾町１０６３　
     ドレッセ市が尾ザ・フロント１０
     ６
     045-979-0051  (045-979-0052)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  903374,031.3 みすずが丘薬局 〒225-0012 （後発調１）第4290号      平成29年 8月 1日
     青薬4031 横浜市青葉区あざみ野南４－５－
     ３
     045-530-0255  (045-530-0256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  904374,033.9 フィットケアエクスプ〒225-0002 （後発調１）第4417号      平成29年12月 1日
     青薬4033 レスたまプラーザ駅前横浜市青葉区美しが丘２－１４－
     店薬局 ４　ＫＭビル１Ｆ
     045-905-1831  (045-905-1832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  905374,034.7 青葉楽天堂薬局 〒225-0024 （後発調１）第4302号      平成29年 8月 1日
     青薬4034 横浜市青葉区市ケ尾町１０６２－
     １　ローゼ市が尾１０２
     045-883-2998  (045-512-8321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  906378,006.1 松田薬局 〒225-0002 （後発調１）第2901号      平成28年 4月 1日
     青薬6 横浜市青葉区美しが丘１－２３－
     ２
     045-901-2818  (045-903-3406)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  907378,021.0 藤が丘薬局 〒227-0043 （後発調１）第3968号      平成29年 1月 1日
     青薬21 横浜市青葉区藤が丘２－５－３
     045-973-4587  (045-972-4548)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  908378,025.1 有限会社ニッセイ薬局〒227-0048 （後発調１）第2239号      平成28年 4月 1日
     青薬25 横浜市青葉区柿の木台１－２５
     045-973-9059  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     87

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  909378,031.9 市ヶ尾調剤薬局 〒225-0024 （後発調１）第3969号      平成29年 1月 1日
     青薬31 横浜市青葉区市ケ尾町１０６３－
     ３
     045-973-1399  (045-507-6477)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  910378,037.6 荏田調剤薬局 〒225-0013 （後発調１）第2666号      平成28年 4月 1日
     青薬37 横浜市青葉区荏田町４７８－３７
     045-912-3238  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  911378,040.0 あす香薬局 〒225-0011 （後発調１）第2902号      平成28年 4月 1日
     青薬40 横浜市青葉区あざみ野２－１２－
     ４
     045-901-7215  (045-904-4705)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  912378,054.1 薬局　フィルファーマ〒227-0054 （後発調１）第2410号      平成28年 4月 1日
     青薬54 シー 横浜市青葉区しらとり台１－１２
     045-985-2388  (045-985-2389)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  913378,060.8 田園薬局 〒225-0024 （後発調１）第3967号      平成29年 1月 1日
     青薬60 横浜市青葉区市ケ尾町１１５４－
     ２東急ドエル市ケ尾プラ－ザビル
     １Ｆ
     045-974-3006  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  914378,094.7 ライフ薬局 〒225-0001 （後発調１）第2667号      平成28年 4月 1日
     青薬94 横浜市青葉区美しが丘西３－６５
     －６美しが丘西クリニックプラザ
     １Ｆ
     045-909-0231  (045-909-0233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  915378,113.5 藤が丘おひさま薬局 〒227-0043 （後発調１）第3482号      平成28年 6月 1日
     青薬113 横浜市青葉区藤が丘１－２８－１
     ４
     045-973-8010  (045-973-8014)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  916378,117.6 株式会社　アサヒファ〒225-0002 （後発調１）第3203号      平成28年 4月 1日
     青薬117 ーマシー　美しが丘薬横浜市青葉区美しが丘２－１７－
     局 １２
     045-905-5602  (045-905-5603)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  917378,128.3 昭和調剤薬局 〒225-0002 （後発調１）第2174号      平成28年 4月 1日
     青薬128 横浜市青葉区美しが丘１－１３－
     ２－１Ｆ
     045-903-2547  (045-903-1959)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     88

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  918378,133.3 クオール薬局　青葉台〒227-0046 （後発調１）第3681号      平成28年 8月 1日
     青薬133 店 横浜市青葉区たちばな台２－２－
     ４３
     045-960-4389  (045-960-4390)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  919378,139.0 アミカル薬局 〒227-0047 （後発調１）第2482号      平成28年 4月 1日
     青薬139 横浜市青葉区みたけ台３－１８パ
     ルコートイイダ１０２
     045-979-0430  (045-979-0450)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  920378,140.8 ＡＢＣ薬局 〒225-0022 （後発調１）第2669号      平成28年 4月 1日
     青薬140 横浜市青葉区黒須田３３－５
     045-975-1803  (045-975-1893)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  921378,141.6 クリエイトエス・ディ〒227-0034 （後発調１）第3204号      平成28年 4月 1日
     青薬141 ー桂台店薬局 横浜市青葉区桂台１－２１－１２
     045-960-3382  (045-960-3387)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  922378,148.1 江田駅前薬局 〒225-0013 （後発調１）第2483号      平成28年 4月 1日
     青薬148 横浜市青葉区荏田町２３６１－３
     045-914-6482  (045-914-6483)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  923378,157.2 薬局トモズたまプラー〒225-0003 （後発調１）第2326号      平成28年 4月 1日
     青薬157 ザテラス店 横浜市青葉区新石川２－２－１　
     たまプラーザテラスサウスプラザ
     １Ｆ
     045-910-5627  (045-910-5637)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  924378,158.0 のぞみ薬局　あざみ野〒225-0004 （後発調１）第4115号      平成29年 4月 1日
     青薬158 店 横浜市青葉区元石川町３７２０－
     ９
     045-901-5261  (045-901-5262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  925378,162.2 あざみ野センター薬局〒225-0011 （後発調１）第2904号      平成28年 4月 1日
     青薬162 横浜市青葉区あざみ野１－２６－
     １
     045-901-4815  (045-901-8715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  926378,166.3 オハマ薬局　こどもの〒227-0038 （後発調１）第2324号      平成28年 4月 1日
     青薬166 国店 横浜市青葉区奈良１－１８－１３
     　岩崎ビル２Ｆ
     045-961-1280  (045-961-1336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  927378,167.1 かもめ薬局　たまプラ〒225-0003 （後発調１）第4027号      平成29年 2月 1日
     青薬167 ーザ健康館 横浜市青葉区新石川３－１４－１
     045-912-4431  (045-912-4439)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     89

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  928378,173.9 ひまわり調剤　横浜北〒225-0024 （後発調１）第4198号      平成29年 6月 1日
     青薬173 部薬局 横浜市青葉区市ケ尾町１０５２－
     １サニー市ケ尾３号室
     045-482-3041  (045-482-3042)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  929378,176.2 田辺薬局横浜奈良店 〒227-0036 （後発調１）第3925号      平成28年12月 1日
     青薬176 横浜市青葉区奈良町１５６６－２
     １５
     045-309-7849  (045-309-7859)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  930378,179.6 フィットケアデポ市ヶ〒225-0024 （後発調１）第3737号      平成28年 9月 1日
     青薬179 尾店薬局 横浜市青葉区市ケ尾町１１５４－
     ２　市ヶ尾プラーザ　１Ｆ
     045-978-5571  (045-978-5570)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  931378,190.3 まごころ薬局　市ヶ尾〒225-0024 （後発調１）第2411号      平成28年 4月 1日
     青薬190 店 横浜市青葉区市ケ尾町５１８－１
     東急ドエル・アルス市ケ尾南１０
     ２
     045-508-9590  (045-530-0222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  932378,198.6 リブラ薬局　あざみ野〒225-0012 （後発調１）第4028号      平成29年 2月 1日
     青薬198 店 横浜市青葉区あざみ野南２－１４
     －５
     045-507-8267  (045-914-9300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  933378,203.4 ヘルスケアセイジョー〒225-0011 （後発調１）第3788号      平成28年10月 1日
     青薬203 薬局あざみ野店 横浜市青葉区あざみ野１－７－１
     ゴールドワンあざみ野１Ｆ
     045-479-5400  (045-479-5400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  934378,207.5 藤ファーマシー嶮山公〒225-0021 （後発調１）第2905号      平成28年 4月 1日
     青薬207 園店 横浜市青葉区すすき野３－２－１
     藤パークビル１Ｆ
     045-530-9528  (045-530-9529)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  935384,000.6 おひさま薬局都筑店 〒224-0001 （後発調１）第3483号      平成28年 6月 1日
     都薬4000 横浜市都筑区中川１－１４－８
     045-511-7212  (045-511-7212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  936384,009.7 ビオラ薬局 〒224-0013 （後発調１）第3971号      平成29年 1月 1日
     都薬4009 横浜市都筑区すみれが丘１３－６
     045-620-0648  (045-620-0649)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     90

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  937384,014.7 クリエイト薬局センタ〒224-0003 （後発調１）第4493号      平成30年 2月 1日
     都薬4014 ー北プレミアヨコハマ横浜市都筑区中川中央１－３０－
     店 １　１Ｆ
     045-914-4155  (045-914-4156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  938384,023.8 ハックドラッグ港北東〒224-0032 （後発調１）第4396号      平成29年11月 1日
     都薬4023 急Ｓ．Ｃ．薬局 横浜市都筑区茅ケ崎中央５－１　
     Ｂ１Ｆ
     045-948-5195  (045-948-5199)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  939384,024.6 ハックドラッグららぽ〒224-0053 （後発調１）第4081号      平成29年 3月 1日
     都薬4024 ーと横浜薬局 横浜市都筑区池辺町４０３５－１
     　ららぽーと横浜１Ｆ　１４０３
     －１
     045-929-5591  (045-929-5593)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  940384,027.9 すばる中央薬局港北店〒224-0021 （後発調１）第4454号      平成30年 1月 1日
     都薬4027 横浜市都筑区北山田３－１７－１
     ８
     045-620-5341  (045-620-5342)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  941384,028.7 オリーブ薬局センター〒224-0003 （後発調１）第4253号      平成28年10月 1日
     都薬4028 北店 横浜市都筑区中川中央１－３９－
     ４　マイキャッスルセンター北Ⅱ
     　１Ｆ
     045-913-6275  (045-913-6497)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  942384,031.1 クローバー薬局見花山〒224-0066 （後発調１）第4514号      平成30年 3月 1日
     都薬4031 店 横浜市都筑区見花山１４－５　富
     士見ヶ丘ビル２Ｆ
     045-532-3089  (045-532-3099)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  943388,021.8 せせらぎ薬局 〒224-0041 （後発調１）第4082号      平成29年 3月 1日
     都薬21 横浜市都筑区仲町台１－３４－１
     ８ふじみつるビル１０２号
     045-943-8820  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  944388,040.8 都筑セントラル薬局 〒224-0012 （後発調１）第2122号      平成28年 4月 1日
     都薬40 横浜市都筑区牛久保１－２－５プ
     レミールすみれ１０２号
     045-911-0661  (045-911-6862)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  945388,044.0 サニー薬局 〒224-0057 （後発調１）第3928号      平成28年12月 1日
     都薬44 横浜市都筑区川和町２３４２－２
     045-948-1088  (045-945-3423)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     91

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  946388,048.1 有限会社　おひさま薬〒224-0001 （後発調１）第3355号      平成28年 5月 1日
     都薬48 局 横浜市都筑区中川１－１５－８
     045-913-8689  (045-913-8722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  947388,054.9 せせらぎ薬局　センタ〒224-0032 （後発調１）第4116号      平成29年 4月 1日
     都薬54 ー南店 横浜市都筑区茅ケ崎中央７－２０
     045-944-2316  (045-508-9521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  948388,064.8 薬局ゆりかご 〒224-0034 （後発調１）第2128号      平成28年 4月 1日
     都薬64 横浜市都筑区勝田町３１６－２
     045-590-6923  (045-590-6922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  949388,065.5 チノップス薬局センタ〒224-0003 （後発調１）第3929号      平成28年12月 1日
     都薬65 ー北駅前店 横浜市都筑区中川中央１－３４－
     ２
     045-912-7716  (045-912-7719)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  950388,070.5 二子薬局都筑店 〒224-0032 （後発調１）第4418号      平成29年12月 1日
     都薬70 横浜市都筑区茅ケ崎中央１９－５
     045-949-6593  (045-942-7597)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  951388,076.2 クオール薬局　つづき〒224-0032 （後発調１）第3600号      平成28年 7月 1日
     都薬76 店 横浜市都筑区茅ケ崎中央３６－５
     045-949-0955  (045-949-0956)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  952388,079.6 つづきが丘薬局 〒224-0057 （後発調１）第3357号      平成28年 5月 1日
     都薬79 横浜市都筑区川和町２６８１－６
     045-948-3240  (045-948-3241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  953388,086.1 ハートフル薬局荏田南〒224-0007 （後発調１）第3764号      平成28年10月 1日
     都薬86 店 横浜市都筑区荏田南３－３７－２
     ０
     045-949-2525  (045-949-2526)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  954388,087.9 葛が谷薬局 〒224-0062 （後発調１）第2485号      平成28年 4月 1日
     都薬87 横浜市都筑区葛が谷４－１４ベル
     デセゾン１Ｆ
     045-949-5017  (045-949-5010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  955388,089.5 薬樹薬局　荏田東 〒224-0006 （後発調１）第4234号      平成29年 7月 1日
     都薬89 横浜市都筑区荏田東１－４－１２
     045-942-3330  (045-942-2552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  956388,098.6 中川薬局　港北店 〒224-0021 （後発調１）第3210号      平成28年 4月 1日
     都薬98 横浜市都筑区北山田１－１２－１
     ４コンフォート１Ｆ
     045-590-6761  (045-590-6762)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     92

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  957388,099.4 薬局メディクス 〒224-0032 （後発調１）第3485号      平成28年 6月 1日
     都薬99 横浜市都筑区茅ケ崎中央５１－１
     ベルヴィル茅ケ崎１０１号室
     045-941-2627  (045-941-2702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  958388,103.4 （有）すずらん薬局　〒224-0003 （後発調１）第2130号      平成28年 4月 1日
     都薬103 センター北 横浜市都筑区中川中央１－２８－
     ２０
     045-914-5173  (045-914-5174)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  959388,105.9 あい薬局 〒224-0021 （後発調１）第2327号      平成28年 4月 1日
     都薬105 横浜市都筑区北山田２－３－７ウ
     エストスクエアＢ１Ｆ２
     045-592-5926  (045-592-5926)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  960388,121.6 コスモス薬局 〒224-0061 （後発調１）第2170号      平成28年 4月 1日
     都薬121 横浜市都筑区大丸１－２
     045-479-1590  (045-479-1591)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  961388,128.1 中川駅前薬局 〒224-0001 （後発調１）第3599号      平成28年 7月 1日
     都薬128 横浜市都筑区中川１－１９－２３
     大久保第５ビル１Ｆ
     045-482-3871  (045-482-3872)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  962388,131.5 フィットケアエクスプ〒224-0032 （後発調１）第4031号      平成29年 2月 1日
     都薬131 レス　センター南店薬横浜市都筑区茅ケ崎中央１－１　
     局 センター南駅構内
     045-948-4557  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  963388,133.1 ハタ薬局 〒224-0003 （後発調１）第3601号      平成28年 7月 1日
     都薬133 横浜市都筑区中川中央１－２８－
     １４
     045-911-3568  (045-911-3568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  964388,136.4 フィットケアデポ仲町〒224-0041 （後発調１）第2486号      平成28年 4月 1日
     都薬136 台店薬局 横浜市都筑区仲町台１－２５
     045-948-5799  (045-948-5899)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  965388,142.2 オードリー薬局 〒224-0053 （後発調１）第3282号      平成28年 4月 1日
     都薬142 横浜市都筑区池辺町４０９５－１
     045-938-6223  (045-938-6224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  966388,144.8 めぐみ薬局 〒224-0021 （後発調１）第2673号      平成28年 4月 1日
     都薬144 横浜市都筑区北山田４－１７－１
     ０
     045-915-6735  (045-330-5171)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     93

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  967400,017.0 たかはし薬局 〒259-1145 （後発調１）第3283号      平成28年 4月 1日
     伊薬17 伊勢原市板戸８９１－１
     0463-96-0104  (0463-96-1551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  968400,029.5 さくら台薬局 〒259-1132 （後発調１）第4363号      平成29年10月 1日
     伊薬29 伊勢原市桜台１－９－１２スカイ
     ビル金田
     0463-95-8281  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  969404,007.7 スギ薬局　伊勢原駅前〒259-1132 （後発調１）第4455号      平成30年 1月 1日
     伊薬4007 店 伊勢原市桜台１－３－３　いせは
     らｃｏｍａ２Ｆ
     0463-51-6955  (0463-51-6956)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  970408,046.1 やまどり薬局 〒259-1132 （後発調１）第2675号      平成28年 4月 1日
     伊薬46 伊勢原市桜台１－１９－１
     0463-96-1350  (0463-96-1350)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  971408,048.7 そうごう薬局　伊勢原〒259-1142 （後発調１）第4200号      平成29年 6月 1日
     伊薬48 店 伊勢原市田中２９２－１
     0463-97-4001  (0463-97-4002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  972408,049.5 中央堂みどり薬局 〒259-1132 （後発調１）第4235号      平成29年 7月 1日
     伊薬49 伊勢原市桜台２－１－２９
     0463-90-5666  (0463-90-5678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  973408,051.1 なかよし薬局　高森店〒259-1116 （後発調１）第4083号      平成29年 3月 1日
     伊薬51 伊勢原市石田２２２－４
     0463-90-2311  (0463-90-2312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  974408,063.6 原之宿調剤薬局 〒259-1132 （後発調１）第3974号      平成29年 1月 1日
     伊薬63 伊勢原市桜台３－１４－２７　ビ
     ュースフルマンション桜台１Ｆ
     0463-95-8595  (0463-95-8595)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  975408,071.9 リブラ薬局　伊勢原店〒259-1131 （後発調１）第4334号      平成29年 9月 1日
     伊薬71 伊勢原市伊勢原２－３－１
     0463-90-1556  (0463-90-1559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  976414,000.0 ななほし薬局座間店 〒252-0023 （後発調１）第3405号      平成28年 6月 1日
     座薬4000 座間市立野台３－１４－５
     046-204-6663  (046-204-6663)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  977414,001.8 ヤマグチ薬局相模が丘〒252-0001 （後発調１）第3515号      平成28年 7月 1日
     座薬4001 店 座間市相模が丘４－２１－４
     046-244-3034  (046-244-3077)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     94

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  978414,004.2 れもん薬局相模が丘 〒252-0001 （後発調１）第3214号      平成28年 4月 1日
     座薬4004 座間市相模が丘３－５４－１
     046-259-6259  (046-259-6258)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  979414,006.7 漢方のスギヤマ薬局駅〒252-0001 （後発調１）第3516号      平成28年 7月 1日
     座薬4006 前店 座間市相模が丘５－５－７　Ｂｒ
     ｉｌｌｉａ小田急相模原１０３
     042-705-5423  (042-705-5423)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  980414,007.5 アイセイ薬局相模が丘〒252-0001 （後発調１）第3838号      平成28年10月 1日
     座薬4007 店 座間市相模が丘５－４２－１１
     042-701-9331  (042-701-9332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  981418,041.0 調剤薬局あさがお 〒252-0023 （後発調１）第4335号      平成29年 9月 1日
     座薬41 座間市立野台２－２０－２５
     0462-52-9993  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  982418,044.4 調剤薬局あさがお入谷〒252-0024 （後発調１）第2488号      平成28年 4月 1日
     座薬44 店 座間市入谷４－３０００－５
     0462-52-9989  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  983418,046.9 ひまわり調剤薬局 〒252-0027 （後発調１）第4166号      平成29年 5月 1日
     座薬46 座間市座間２－２３６－５
     046-257-4924  (046-257-4924)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  984418,048.5 調剤薬局あさがお立野〒252-0023 （後発調１）第2489号      平成28年 4月 1日
     座薬48 台店 座間市立野台２－８－２９
     046-251-9995  (046-251-9995)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  985418,050.1 相模が丘薬局 〒252-0001 （後発調１）第2490号      平成28年 4月 1日
     座薬50 座間市相模が丘１－１８－２７
     042-741-2151  (042-741-2080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  986418,057.6 タカノ薬局 〒252-0003 （後発調１）第3359号      平成28年 5月 1日
     座薬57 座間市ひばりが丘１－４０－２
     046-256-0584  (046-255-2846)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  987418,059.2 相武台いずみ薬局 〒252-0011 （後発調１）第2492号      平成28年 4月 1日
     座薬59 座間市相武台３－４２－５５
     046-298-2301  (046-298-2302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  988418,061.8 かもめ薬局　相模が丘〒252-0001 （後発調１）第3216号      平成28年 4月 1日
     座薬61 店 座間市相模が丘６－２７－１０
     046-252-7007  (046-298-7700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     95

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  989418,064.2 フレンド薬局 〒252-0011 （後発調１）第3765号      平成28年10月 1日
     座薬64 座間市相武台３－１９－３
     046-257-2567  (046-257-2567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  990418,075.8 さくら薬局　座間相模〒252-0001 （後発調１）第3488号      平成28年 6月 1日
     座薬75 が丘店 座間市相模が丘６－２８－１
     046-256-0010  (046-252-8940)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  991418,083.2 さくら薬局　座間相模〒252-0001 （後発調１）第4419号      平成29年12月 1日
     座薬83 が丘２丁目店 座間市相模が丘２－４０－３
     0462-66-2210  (046-266-0213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  992418,084.0 薬局マツモトキヨシ小〒252-0011 （後発調１）第2678号      平成28年 4月 1日
     座薬84 田急マルシェ相武台店座間市相武台１－３３－２
     046-252-5161  (046-252-5161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  993420,011.9 ひまわり薬局 〒243-0402 （後発調１）第2328号      平成28年 4月 1日
     海薬11 海老名市柏ヶ谷７１９－１０
     046-232-7146  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  994420,038.2 なの花薬局　さがみ野〒243-0401 （後発調１）第3605号      平成28年 7月 1日
     海薬38 店 海老名市東柏ヶ谷３－３－１９
     046-236-1835  (046-236-1065)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  995424,003.2 なの花薬局海老名中央〒243-0432 （後発調１）第3221号      平成28年 4月 1日
     海薬4003 店 海老名市中央２－８－３３
     046-236-5386  (046-233-5388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  996424,005.7 ウエルシア薬局海老名〒243-0401 （後発調１）第4032号      平成29年 2月 1日
     海薬4005 東柏ケ谷店 海老名市東柏ケ谷１－２９－３１
     046-292-1851  (046-292-1852)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  997424,013.1 ガーデン薬局河原口店〒243-0433 （後発調１）第4236号      平成29年 7月 1日
     海薬4013 海老名市河原口２－３０－２７
     046-259-5189  (046-259-5191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  998424,018.0 ハックドラッグ海老名〒243-0431 （後発調１）第3823号      平成28年 9月 1日
     海薬4018 上今泉薬局 海老名市上今泉３－１－１
     046-236-6691  (046-236-6692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  999424,024.8 まごころ薬局海老名店〒243-0433 （後発調１）第4519号      平成30年 2月 1日
     海薬4024 海老名市河原口１－１９－７
     046-206-4855  (046-206-4955)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1000428,040.0 すずね調剤薬局 〒243-0419 （後発調１）第2679号      平成28年 4月 1日
     海薬40 海老名市大谷北４－２－１３
     0462-34-1023  (046-234-1023)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     96

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1001428,041.8 ユニオン薬局 〒243-0401 （後発調１）第4292号      平成29年 8月 1日
     海薬41 海老名市東柏ヶ谷６－２０－２７
     046-235-1887  (046-235-1990)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1002428,058.2 あおば薬局 〒243-0401 （後発調１）第3706号      平成28年 9月 1日
     海薬58 海老名市東柏ケ谷３－２－２０
     046-236-5770  (046-236-5880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1003428,061.6 みらい薬局　かしわ台〒243-0402 （後発調１）第2494号      平成28年 4月 1日
     海薬61 店 海老名市柏ケ谷５８５－３
     046-236-6366  (046-236-6367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1004428,063.2 クリエイトエス・ディ〒243-0406 （後発調１）第4145号      平成29年 4月 1日
     海薬63 ー　海老名国分北店薬海老名市国分北２－７－１２
     局 046-236-6062  (046-236-6063)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1005428,071.5 スギ薬局　ビナウォー〒243-0432 （後発調１）第3644号      平成28年 8月 1日
     海薬71 ク海老名店 海老名市中央１－１－１　ビナウ
     ォーク１番館２Ｆ
     046-236-1071  (046-235-6082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1006428,074.9 ガーデン薬局中央店 〒243-0405 （後発調１）第3360号      平成28年 5月 1日
     海薬74 海老名市国分南３－７－１６
     046-292-1212  (046-292-1213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1007428,075.6 ゆり薬局 〒243-0432 （後発調１）第2414号      平成28年 4月 1日
     海薬75 海老名市中央３－３－１８中村第
     一ビル１Ｃ
     046-292-3320  (046-292-3321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1008430,007.5 南足柄オクツ薬局 〒250-0124 （後発調１）第2415号      平成28年 4月 1日
     南足薬7 南足柄市生駒３８１
     0465-73-1777  (0465-73-8141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1009430,014.1 サワ薬局関本店 〒250-0105 （後発調１）第4237号      平成29年 7月 1日
     南足薬14 南足柄市関本１０１７
     0465-73-0841  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1010430,016.6 有限会社　まました薬〒250-0103 （後発調１）第3406号      平成28年 6月 1日
     南足薬16 局 南足柄市壗下１８９
     0465-74-3393  (0465-74-3804)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1011430,017.4 サワ薬局本店 〒250-0105 （後発調１）第2914号      平成28年 4月 1日
     南足薬17 南足柄市関本５６５－５
     0465-73-2980  (0465-73-2980)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     97

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1012434,001.4 塚原薬局 〒250-0117 （後発調１）第2495号      平成28年 4月 1日
     南足薬4001 南足柄市塚原１４１１
     0465-72-3666  (0465-72-3667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1013434,003.0 クリエイト薬局南足柄〒250-0105 （後発調１）第4398号      平成29年11月 1日
     南足薬4003 大雄山店 南足柄市関本５６９　ヴェルミ２
     　２Ｆ
     0465-70-5051  (0465-70-5052)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1014438,022.6 おおの薬局 〒250-0117 （後発調１）第2916号      平成28年 4月 1日
     南足薬22 南足柄市塚原７０８－４
     0465-72-4328  (0465-72-4368)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1015438,029.1 オリーブ薬局 〒250-0105 （後発調１）第4494号      平成30年 2月 1日
     南足薬29 南足柄市関本８３０－１
     0465-46-7451  (0465-46-7452)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1016438,030.9 ウエルシア薬局南足柄〒250-0105 （後発調１）第4421号      平成29年12月 1日
     南足薬30 店 南足柄市関本７４９－１
     0465-71-0773  (0465-71-0773)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1017440,008.1 （有）クラモト薬局 〒252-1122 （後発調１）第2917号      平成28年 4月 1日
     綾薬8 綾瀬市小園南１－１６－１４
     0467-77-3376  (0467-77-3376)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1018440,023.0 かりん薬局 〒252-1106 （後発調１）第2918号      平成28年 4月 1日
     綾薬23 綾瀬市深谷南１－５－５
     0467-79-3347  (0467-79-3720)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1019444,001.2 クローバー薬局早川城〒252-1127 （後発調１）第3362号      平成28年 5月 1日
     綾薬4001 山店 綾瀬市早川城山１－３－１
     0467-81-3134  (0467-81-3134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1020500,014.6 株式会社江口薬局本店〒210-0841 （後発調１）第3874号      平成28年11月 1日
     川薬14 川崎市川崎区渡田向町１４－５
     044-222-4095  (044-222-9988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1021500,067.4 藤井薬局 〒210-0024 （後発調１）第2681号      平成28年 4月 1日
     川薬67 川崎市川崎区日進町１３－１５
     044-233-2822  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1022500,078.1 株式会社大西薬局 〒210-0007 （後発調１）第2176号      平成28年 4月 1日
     川薬78 川崎市川崎区駅前本町７－４
     044-211-2975  (044-211-2977)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     98

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1023500,092.2 株式会社田中薬局 〒210-0022 （後発調１）第2245号      平成28年 4月 1日
     川薬92 川崎市川崎区池田１－１４－３
     044-222-4204  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1024500,121.9 タカハシ薬局 〒210-0802 （後発調１）第3490号      平成28年 6月 1日
     川薬121 川崎市川崎区大師駅前１－６－７
     044-266-3994  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1025500,136.7 有限会社ウスダ薬局 〒210-0831 （後発調１）第2418号      平成28年 4月 1日
     川薬136 川崎市川崎区観音１－１４－３
     044-288-2345  (044-276-4610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1026500,169.8 キク薬局 〒210-0806 （後発調１）第2329号      平成28年 4月 1日
     川薬169 川崎市川崎区中島３－７－２
     044-222-7140  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1027504,002.7 クリエイト薬局川崎渡〒210-0837 （後発調１）第3875号      平成28年11月 1日
     川薬4002 田店 川崎市川崎区渡田２－１５－１０
     044-328-6562  (044-328-6563)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1028504,013.4 アイン薬局川崎店 〒210-0024 （後発調１）第4202号      平成29年 6月 1日
     川薬4013 川崎市川崎区日進町１－５７サン
     スクエア川崎７号棟１Ｆ
     044-211-9777  (044-211-9757)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1029504,014.2 すみれ薬局 〒210-0846 （後発調１）第3290号      平成28年 4月 1日
     川薬4014 川崎市川崎区小田１－１－２　ソ
     ルスティス京町１Ｆ
     044-328-6940  (044-328-6941)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1030504,023.3 アイリスファーマシー〒210-0847 （後発調１）第4035号      平成29年 2月 1日
     川薬4023 川崎市川崎区浅田３－７－１９
     044-333-2007  (044-333-2001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1031504,029.0 クーイオ薬局小田店 〒210-0846 （後発調１）第4467号      平成30年 1月 1日
     川薬4029 川崎市川崎区小田５－２８－１４
     　エリマオーリノ１Ｆ
     044-201-7987  (044-201-7988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1032508,177.3 誠心堂小沢薬局 〒210-0835 （後発調１）第3518号      平成28年 7月 1日
     川薬177 川崎市川崎区追分町６－８
     044-344-4471  (044-344-4472)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1033508,189.8 追分調剤薬局 〒210-0835 （後発調１）第2246号      平成28年 4月 1日
     川薬189 川崎市川崎区追分町５－２
     044-333-0021  (044-333-0212)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     99

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1034508,191.4 ファーコス薬局　しら〒210-0806 （後発調１）第3227号      平成28年 4月 1日
     川薬191 さぎ 川崎市川崎区中島１－１５－１２
     044-220-4412  (044-222-5885)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1035508,204.5 新川アルファ薬局 〒210-0013 （後発調１）第3363号      平成28年 5月 1日
     川薬204 川崎市川崎区新川通１－１０
     044-230-3540  (044-230-3541)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1036508,228.4 つばさ薬局　鋼管通店〒210-0852 （後発調１）第4240号      平成29年 7月 1日
     川薬228 川崎市川崎区鋼管通１－９－１０
     044-328-6645  (044-328-6684)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1037508,244.1 コクミン薬局　川崎店〒210-0013 （後発調１）第2247号      平成28年 4月 1日
     川薬244 川崎市川崎区新川通１１－３川崎
     海事ビル１Ｆ
     044-221-0593  (044-221-0593)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1038508,278.9 いずみ薬局川崎中島店〒210-0806 （後発調１）第2927号      平成28年 4月 1日
     川薬278 川崎市川崎区中島３－６－７
     044-201-7133  (044-201-7152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1039508,279.7 ひまわり調剤　かわさ〒210-0024 （後発調１）第3877号      平成28年11月 1日
     川薬279 き薬局 川崎市川崎区日進町７－１
     044-200-4061  (044-200-4062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1040508,286.2 ファーマシー京町 〒210-0848 （後発調１）第2132号      平成28年 4月 1日
     川薬286 川崎市川崎区京町１－１０－１８
     044-201-8307  (044-201-8309)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1041510,025.0 有限会社尻手薬局 〒212-0016 （後発調１）第2499号      平成28年 4月 1日
     幸薬25 川崎市幸区南幸町３－１０４
     044-511-3323  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1042510,054.0 有限会社みゆき調剤薬〒212-0024 （後発調１）第2685号      平成28年 4月 1日
     幸薬54 局 川崎市幸区塚越４－３２８
     044-555-7005  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1043510,070.6 さくらんぼ調剤薬局 〒212-0016 （後発調１）第2928号      平成28年 4月 1日
     幸薬70 川崎市幸区南幸町２－２６－４
     044-541-4407  (044-549-8869)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1044514,000.9 フラワー薬局 〒212-0054 （後発調１）第4367号      平成29年10月 1日
     幸薬4000 川崎市幸区小倉３－２８－１２
     044-587-8951  (044-587-8951)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    100

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1045514,012.4 みつこし薬局川崎店 〒212-0007 （後発調１）第2930号      平成28年 4月 1日
     幸薬4012 川崎市幸区河原町１－１５－１０
     ９
     044-522-2566  (044-543-0048)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1046514,013.2 カリタ薬局 〒212-0053 （後発調１）第2931号      平成28年 4月 1日
     幸薬4013 川崎市幸区下平間１３１
     044-511-1173  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1047514,015.7 バランス薬局 〒212-0055 （後発調１）第3491号      平成28年 6月 1日
     幸薬4015 川崎市幸区南加瀬４－３０－４　
     044-587-3461  (044-587-3463)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1048514,020.7 セントラル薬局　幸 〒212-0012 （後発調１）第4520号      平成30年 2月 1日
     幸薬4020 川崎市幸区中幸町１－５１－３
     044-200-4028  (044-200-4029)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1049518,095.5 有限会社　塚越薬局 〒212-0024 （後発調１）第3407号      平成28年 6月 1日
     幸薬95 川崎市幸区塚越２－１５９－１５
     044-522-0935  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1050518,097.1 サンアイ薬局 〒212-0022 （後発調１）第2686号      平成28年 4月 1日
     幸薬97 川崎市幸区神明町１－４
     044-511-3297  (044-511-3298)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1051518,110.2 グリーン薬局 〒212-0053 （後発調１）第2248号      平成28年 4月 1日
     幸薬110 川崎市幸区下平間３５９
     044-544-2288  (044-544-2333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1052518,114.4 たけうち薬局 〒212-0003 （後発調１）第2427号      平成28年 4月 1日
     幸薬114 川崎市幸区小向町６－１４
     044-544-6539  (044-544-6539)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1053518,123.5 有限会社　ミツワ薬局〒212-0024 （後発調１）第2428号      平成28年 4月 1日
     幸薬123 川崎市幸区塚越２－２５２
     044-511-1870  (044-511-1750)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1054518,125.0 かえで調剤薬局 〒212-0016 （後発調１）第2934号      平成28年 4月 1日
     幸薬125 川崎市幸区南幸町２－７９ブリッ
     クハウス１Ｆ
     044-542-6887  (044-542-6889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1055518,128.4 薬樹薬局　ミューザ川〒212-0014 （後発調１）第4241号      平成29年 7月 1日
     幸薬128 崎 川崎市幸区大宮町１３１０　ミュ
     ーザ川崎２階２２３
     044-520-8260  (044-520-8261)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    101

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1056518,129.2 スカイ薬局 〒212-0011 （後発調１）第2935号      平成28年 4月 1日
     幸薬129 川崎市幸区幸町４－１５メゾンＹ
     ・Ｎ　１Ｆ
     044-520-3013  (044-520-3015)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1057518,130.0 サンアイ薬局幸店 〒212-0011 （後発調１）第3365号      平成28年 5月 1日
     幸薬130 川崎市幸区幸町３－１１
     044-511-9234  (044-511-8432)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1058518,131.8 稲垣薬局　川崎店 〒212-0016 （後発調１）第2936号      平成28年 4月 1日
     幸薬131 川崎市幸区南幸町２－４０アーバ
     ンパークサイドＫ１０１
     044-542-8138  (044-542-8137)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1059518,132.6 アルプス薬局 〒212-0014 （後発調１）第4456号      平成30年 1月 1日
     幸薬132 川崎市幸区大宮町６－４ＴＭビル
     １Ｆ
     044-276-9444  (044-276-9445)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1060518,139.1 健ナビ薬樹薬局　古市〒212-0052 （後発調１）第4242号      平成29年 7月 1日
     幸薬139 場 川崎市幸区古市場１－４７ケーワ
     ンビル１Ｆ
     044-540-3471  (044-540-3472)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1061518,142.5 こばやし薬局支店 〒212-0004 （後発調１）第2331号      平成28年 4月 1日
     幸薬142 川崎市幸区小向西町２－２２－３
     044-589-5280  (044-589-5286)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1062520,002.7 タテベ薬局 〒211-0005 （後発調１）第4422号      平成29年12月 1日
     中原薬2 川崎市中原区新丸子町７４１
     044-722-4551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1063520,011.8 （有）白十字薬局 〒211-0012 （後発調１）第3707号      平成28年 9月 1日
     中原薬11 川崎市中原区中丸子６１２
     044-434-5618  (3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1064520,069.6 トーメイ薬局 〒211-0005 （後発調１）第3931号      平成28年12月 1日
     中原薬69 川崎市中原区新丸子町７４０　第
     二小神野ビル
     044-722-4308  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1065520,092.8 新城中央薬局 〒211-0044 （後発調１）第3366号      平成28年 5月 1日
     中原薬92 川崎市中原区新城２－５－９
     044-751-7164  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    102

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1066520,108.2 有限会社サン調剤薬局〒211-0007 （後発調１）第2692号      平成28年 4月 1日
     中原薬108 川崎市中原区上丸子天神町３４０
     044-722-7533  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1067520,111.6 グリーン調剤薬局 〒211-0044 （後発調１）第3878号      平成28年11月 1日
     中原薬111 川崎市中原区新城１－５－１６－
     １０１
     044-751-1496  (044-797-2270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1068520,113.2 フジ薬局 〒211-0044 （後発調１）第2249号      平成28年 4月 1日
     中原薬113 川崎市中原区新城３－５－１９
     044-755-3581  (044-755-3581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1069520,122.3 ひまわり薬局 〒211-0044 （後発調１）第2332号      平成28年 4月 1日
     中原薬122 川崎市中原区新城３－１５－２０
     044-755-2595  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1070520,123.1 有限会社シンノウ薬局〒211-0044 （後発調１）第3608号      平成28年 7月 1日
     中原薬123 川崎市中原区新城３－２－１３ラ
     ・ビスタ１Ｆ
     044-754-0065  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1071524,000.7 ロイヤル薬局元住吉店〒211-0021 （後発調１）第4169号      平成29年 5月 1日
     中原薬4000 川崎市中原区木月住吉町２－２５
     044-431-5888  (044-422-3587)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1072524,001.5 ライム薬局ららテラス〒211-0004 （後発調１）第2250号      平成28年 4月 1日
     中原薬4001 武蔵小杉店 川崎市中原区新丸子東３－１３０
     ２　４Ｆ
     044-982-9681  (044-982-9682)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1073524,004.9 みらい薬局武蔵小杉店〒211-0063 （後発調１）第2501号      平成28年 4月 1日
     中原薬4004 川崎市中原区小杉町３－１５０１
     セントア武蔵小杉Ａ棟１－１０３
     Ａ
     044-712-5540  (044-712-5541)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1074524,009.8 クリエイト薬局川崎中〒211-0041 （後発調１）第4423号      平成29年12月 1日
     中原薬4009 原店 川崎市中原区下小田中２－１５－
     １
     044-766-9315  (044-766-9313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1075524,014.8 アイランド薬局新丸子〒211-0063 （後発調１）第3609号      平成28年 7月 1日
     中原薬4014 店 川崎市中原区小杉町１－５２８－
     ６三浦ビル１Ｆ
     044-738-1189  (044-711-8017)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    103

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1076524,020.5 アイン薬局武蔵小杉店〒211-0063 （後発調１）第3741号      平成28年 9月 1日
     中原薬4020 川崎市中原区小杉町３－４２０イ
     トーヨーカドー１Ｆ
     044-738-3520  (044-738-3521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1077524,022.1 日生薬局元住吉店 〒211-0021 （後発調１）第3880号      平成28年11月 1日
     中原薬4022 川崎市中原区木月住吉町３－１０
     　アーク元住吉１Ｆ
     044-431-6761  (044-431-6762)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1078524,026.2 薬局トモズ武蔵新城店〒211-0044 （後発調１）第4515号      平成30年 3月 1日
     中原薬4026 川崎市中原区新城１－３－１　１
     Ｆ
     044-799-7944  (044-799-7799)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1079524,033.8 ハックドラッグ武蔵小〒211-0063 （後発調１）第3977号      平成29年 1月 1日
     中原薬4033 杉東急スクエア薬局 川崎市中原区小杉町３－１３０１
     　武蔵小杉東急スクエア１Ｆ
     044-739-2291  (044-739-2292)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1080524,034.6 アイセイ薬局元住吉店〒211-0021 （後発調１）第3978号      平成29年 1月 1日
     中原薬4034 川崎市中原区木月住吉町２－１３
     044-430-1051  (044-411-1820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1081524,035.3 アイセイ薬局武蔵小杉〒211-0004 （後発調１）第4337号      平成29年 9月 1日
     中原薬4035 店 川崎市中原区新丸子東３－１１０
     ０－１４　２Ｆ
     044-431-0037  (044-433-5858)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1082524,037.9 フローラ薬局武蔵小杉〒211-0063 （後発調１）第3887号      平成28年10月 1日
     中原薬4037 店 川崎市中原区小杉町３－４３２　
     ＯＭＵＲＡビル１Ｆ
     044-739-0071  (044-739-0072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1083528,127.4 フレンド薬局 〒211-0063 （後発調１）第3493号      平成28年 6月 1日
     中原薬127 川崎市中原区小杉町１－５０９
     044-733-1566  (044-733-1577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1084528,130.8 成川薬局元住吉調剤店〒211-0025 （後発調１）第3494号      平成28年 6月 1日
     中原薬130 川崎市中原区木月１－３３－３１
     プリムールＮＩＢ　１Ｆ
     044-434-8611  (044-434-8626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1085528,135.7 オリオン薬局 〒211-0025 （後発調１）第2695号      平成28年 4月 1日
     中原薬135 川崎市中原区木月３－６－３０ロ
     イヤルコンパウンド１０６
     044-430-3707  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    104

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1086528,140.7 元住吉薬局 〒211-0025 （後発調１）第2429号      平成28年 4月 1日
     中原薬140 川崎市中原区木月３－２５－１０
     国際ハイム
     044-434-2171  (044-434-2172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1087528,146.4 伊勢町薬局 〒211-0032 （後発調１）第2502号      平成28年 4月 1日
     中原薬146 川崎市中原区木月伊勢町４－１６
     アクアハイム１０１
     044-430-6271  (044-430-6270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1088528,147.2 今井上町薬局 〒211-0067 （後発調１）第2134号      平成28年 4月 1日
     中原薬147 川崎市中原区今井上町３－１０田
     辺ビル　１Ｆ
     044-739-3507  (044-739-3508)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1089528,153.0 ふくろう薬局 〒211-0015 （後発調１）第3611号      平成28年 7月 1日
     中原薬153 川崎市中原区北谷町５１－７
     044-556-1755  (044-556-1755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1090528,154.8 ミキ薬局　武蔵小杉店〒211-0063 （後発調１）第2698号      平成28年 4月 1日
     中原薬154 川崎市中原区小杉町１－５１０－
     ２セ・クレール武蔵小杉１０１
     044-738-0590  (044-738-0592)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1091528,156.3 アイランド薬局小杉店〒211-0063 （後発調１）第4117号      平成29年 4月 1日
     中原薬156 川崎市中原区小杉町１－５１０－
     １
     044-739-4189  (044-739-0050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1092528,167.0 カリタ薬局中原店 〒211-0041 （後発調１）第2503号      平成28年 4月 1日
     中原薬167 川崎市中原区下小田中１－２８－
     ２０
     044-797-5532  (044-797-5532)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1093528,178.7 クスリのナカヤマ薬局〒211-0004 （後発調１）第3367号      平成28年 5月 1日
     中原薬178 新丸子駅前店 川崎市中原区新丸子東１－８３２
     駅前ＲＴビル
     044-431-6446  (044-431-6446)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1094528,184.5 昴祗園町薬局 〒211-0033 （後発調１）第4369号      平成29年10月 1日
     中原薬184 川崎市中原区木月祗園町１４－１
     ６－１１８
     044-434-0740  (044-434-0740)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    105

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1095528,186.0 成川薬局　祗園町店 〒211-0033 （後発調１）第2701号      平成28年 4月 1日
     中原薬186 川崎市中原区木月祗園町１２－１
     １
     044-430-0193  (044-430-0293)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1096528,189.4 薬樹薬局　元住吉 〒211-0024 （後発調１）第3244号      平成28年 4月 1日
     中原薬189 川崎市中原区西加瀬１７－８エク
     セレントビュー元住吉１Ｆ
     044-431-3118  (044-431-3119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1097528,191.0 ナナオ薬局 〒211-0025 （後発調１）第4085号      平成29年 3月 1日
     中原薬191 川崎市中原区木月４－５－５２
     044-411-5018  (044-411-5018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1098528,194.4 ひまわり調剤　かりや〒211-0022 （後発調１）第3495号      平成28年 6月 1日
     中原薬194 ど薬局 川崎市中原区苅宿２４－３３ヴィ
     レンテ住吉１０５
     044-431-0307  (044-431-0301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1099528,202.5 コクミン薬局　武蔵小〒211-0063 （後発調１）第3793号      平成28年10月 1日
     中原薬202 杉店 川崎市中原区小杉町１－５１１－
     １マイキャッスル武蔵小杉Ⅳ　１
     ０１
     044-738-0581  (044-738-0582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1100528,204.1 コトブキ調剤薬局　武〒211-0063 （後発調１）第3612号      平成28年 7月 1日
     中原薬204 蔵小杉店 川崎市中原区小杉町１－４０３　
     武蔵小杉タワープレイスビル１Ｆ
     044-738-2057  (044-738-2058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1101528,218.1 ダリヤ井田薬局 〒211-0035 （後発調１）第2696号      平成28年 4月 1日
     中原薬218 川崎市中原区井田１－３６－２
     044-753-1135  (044-753-1137)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1102528,225.6 こだなか薬局 〒211-0041 （後発調１）第2702号      平成28年 4月 1日
     中原薬225 川崎市中原区下小田中２－３３－
     ２９－１０３
     044-789-5137  (044-789-5138)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1103528,226.4 あおぞら薬局　武蔵小〒211-0065 （後発調１）第3979号      平成29年 1月 1日
     中原薬226 杉店 川崎市中原区今井仲町１２－１３
     東ハイツ１Ｆ　Ｂ号室
     044-328-5560  (044-328-5560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1104528,229.8 スギ薬局　下新城店 〒211-0042 （後発調１）第3980号      平成29年 1月 1日
     中原薬229 川崎市中原区下新城２－６－６
     044-750-1231  (044-799-0336)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    106

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1105528,232.2 イソノ薬局　木月店 〒211-0025 （後発調１）第2703号      平成28年 4月 1日
     中原薬232 川崎市中原区木月１－５－１３
     044-948-7641  (044-948-7642)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1106528,233.0 フロンティア薬局　武〒211-0063 （後発調１）第4497号      平成30年 2月 1日
     中原薬233 蔵小杉店 川崎市中原区小杉町１－５４３－
     ３　ＫＡＨＡＬＡ　ＷＥＳＴ　１
     　１０２
     044-722-6788  (044-722-6789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1107528,235.5 ふくおか薬局 〒211-0005 （後発調１）第2704号      平成28年 4月 1日
     中原薬235 川崎市中原区新丸子町７４８
     044-722-9935  (044-722-9945)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1108528,243.9 ぱぱす薬局武蔵小杉店〒211-0012 （後発調１）第2942号      平成28年 4月 1日
     中原薬243 川崎市中原区中丸子１３－２１Ｌ
     ＲＯＣＫＳ　１Ｆ
     044-411-2136  (044-411-2137)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1109528,248.8 陽だまり薬局 〒211-0044 （後発調１）第2180号      平成28年 4月 1日
     中原薬248 川崎市中原区新城５－９－２６
     044-948-8672  (044-948-8672)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1110530,077.7 レインボー薬局 〒213-0013 （後発調１）第3410号      平成28年 6月 1日
     高津薬77 川崎市高津区末長３－１２－１２
     044-888-1507  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1111530,089.2 有限会社　アイバ薬局〒213-0013 （後発調１）第2943号      平成28年 4月 1日
     高津薬89 川崎市高津区末長１－２３－３１
     044-866-7622  (044-866-7622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1112530,093.4 二子薬局パーク店 〒213-0001 （後発調１）第3613号      平成28年 7月 1日
     高津薬93 川崎市高津区溝口１－２１－５世
     紀コーポ溝口１Ｆ
     044-844-2934  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1113530,099.1 丈夫屋メディカル薬局〒213-0001 （後発調１）第2252号      平成28年 4月 1日
     高津薬99 川崎市高津区溝口１－１８－８
     044-844-5393  (044-844-4650)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1114534,008.8 カバヤ薬局溝口南公園〒213-0001 （後発調１）第3498号      平成28年 6月 1日
     高津薬4008 店 川崎市高津区溝口３－１０－３７
     044-814-3286  (044-814-3286)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1115534,012.0 アイセイ薬局梶ヶ谷店〒213-0013 （後発調１）第3841号      平成28年10月 1日
     高津薬4012 川崎市高津区末長１－２３－１７
     044-870-5051  (044-853-1167)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    107

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1116534,015.3 灰吹屋薬局高津二子店〒213-0002 （後発調１）第4295号      平成29年 8月 1日
     高津薬4015 川崎市高津区二子５－１－１５
     044-322-0586  (044-322-0587)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1117534,017.9 稲垣薬局帝京溝口店 〒213-0002 （後発調１）第4457号      平成30年 1月 1日
     高津薬4017 川崎市高津区二子５－２－８　１
     Ｆ　
     044-396-3338  (044-396-3313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1118534,018.7 二子薬局５丁目店 〒213-0002 （後発調１）第4458号      平成30年 1月 1日
     高津薬4018 川崎市高津区二子５－２－５　第
     一井上ビル１Ｆ　Ａ号室
     044-328-5264  (044-328-5265)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1119534,019.5 稲垣薬局溝口店 〒213-0001 （後発調１）第4303号      平成29年 8月 7日
     高津薬4019 川崎市高津区溝口　３－１－７　
     和幸ダイヤモンドビル１Ｆ号室
     044-850-8338  (044-850-8339)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1120534,021.1 うなね薬局 〒213-0031 （後発調１）第4373号      平成29年 9月 1日
     高津薬4021 川崎市高津区宇奈根６３８－２
     044-281-3880  (044-281-3881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1121538,110.8 カバヤ薬局　坂戸本店〒213-0012 （後発調１）第2706号      平成28年 4月 1日
     高津薬110 川崎市高津区坂戸１－６－１９－
     １Ｆ
     044-812-3132  (044-812-3132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1122538,115.7 灰吹屋薬局溝口店 〒213-0001 （後発調１）第4400号      平成29年11月 1日
     高津薬115 川崎市高津区溝口１－９－７
     044-833-6006  (044-833-6010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1123538,125.6 二子薬局　津田山店 〒213-0033 （後発調１）第2253号      平成28年 4月 1日
     高津薬125 川崎市高津区下作延６－４－３
     044-850-5376  (044-850-5377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1124538,127.2 シゲ薬局 〒213-0026 （後発調１）第2254号      平成28年 4月 1日
     高津薬127 川崎市高津区久末９－３
     044-741-2781  (044-741-2782)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1125538,133.0 あい薬局久末店 〒213-0027 （後発調１）第4039号      平成29年 2月 1日
     高津薬133 川崎市高津区野川３９５０
     044-752-6646  (044-741-2033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1126538,135.5 きらら薬局 〒213-0032 （後発調１）第3411号      平成28年 6月 1日
     高津薬135 川崎市高津区久地４－１２－１１
     044-850-1555  (044-850-1554)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    108

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1127538,151.2 スマイル薬局　梶ヶ谷〒213-0015 （後発調１）第3369号      平成28年 5月 1日
     高津薬151 店 川崎市高津区梶ケ谷６－８－１
     044-865-5231  (044-865-5381)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1128538,158.7 二子薬局　中央店 〒213-0001 （後発調１）第3499号      平成28年 6月 1日
     高津薬158 川崎市高津区溝口１－１２－２０
     ウエストキャニオンⅡ
     044-299-6123  (044-299-6118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1129538,167.8 田辺薬局　川崎高津店〒213-0005 （後発調１）第3249号      平成28年 4月 1日
     高津薬167 川崎市高津区北見方２－１６－１
     044-812-5400  (044-812-5401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1130538,168.6 川崎千年薬局 〒213-0022 （後発調１）第2255号      平成28年 4月 1日
     高津薬168 川崎市高津区千年６２３－１小宮
     ビル
     044-789-8145  (045-789-8146)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1131540,001.5 有限会社　今村薬局 〒214-0014 （後発調１）第2430号      平成28年 4月 1日
     多薬1 川崎市多摩区登戸２０９１
     044-911-2159  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1132540,069.2 エーアールファーマシ〒214-0022 （後発調１）第2256号      平成28年 4月 1日
     多薬69 ー 川崎市多摩区堰３－５－１３
     044-833-7066  (044-833-7066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1133540,071.8 レインボー生田調剤薬〒214-0037 （後発調１）第3709号      平成28年 9月 1日
     多薬71 局 川崎市多摩区西生田２－１－２３
     044-951-1377  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1134540,073.4 宿河原薬局 〒214-0021 （後発調１）第4172号      平成29年 5月 1日
     多薬73 川崎市多摩区宿河原３－３－２１
     044-911-4424  (044-911-4097)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1135540,077.5 有限会社登戸薬局 〒214-0014 （後発調１）第2333号      平成28年 4月 1日
     多薬77 川崎市多摩区登戸３４０２
     044-933-2339  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1136540,081.7 有限会社都商会マリー〒214-0036 （後発調１）第3412号      平成28年 6月 1日
     多薬81 薬局 川崎市多摩区南生田７－２０－２
     044-900-2170  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1137540,087.4 日進調剤薬局 〒214-0038 （後発調１）第3767号      平成28年10月 1日
     多薬87 川崎市多摩区生田７－２－１３
     044-922-5918  (044-922-5918)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    109

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1138540,088.2 薬樹薬局　新登戸 〒214-0014 （後発調１）第3251号      平成28年 4月 1日
     多薬88 川崎市多摩区登戸３３７４－１
     044-911-1799  (044-911-8641)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1139540,093.2 フジ薬局長沢店 〒214-0035 （後発調１）第3519号      平成28年 7月 1日
     多薬93 川崎市多摩区長沢４－２－６
     044-976-8816  (044-976-8203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1140540,108.8 株式会社　フジ薬局 〒214-0034 （後発調１）第3372号      平成28年 5月 1日
     多薬108 川崎市多摩区三田４－１－３
     044-922-0124  (044-922-7115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1141544,006.0 ひかり薬局 〒214-0014 （後発調１）第3370号      平成28年 5月 1日
     多薬4006 川崎市多摩区登戸２７７５－２
     044-455-6203  (044-455-6285)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1142544,007.8 スミレ薬局 〒214-0008 （後発調１）第2336号      平成28年 4月 1日
     多薬4007 川崎市多摩区菅北浦４－３－１
     044-322-9190  (044-322-9189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1143544,010.2 しんかわ井出薬局 〒214-0014 （後発調１）第3743号      平成28年 9月 1日
     多薬4010 川崎市多摩区登戸１６５４
     044-543-9830  (044-900-9831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1144544,012.8 ななほし薬局読売ラン〒214-0037 （後発調１）第4120号      平成29年 4月 1日
     多薬4012 ド前店 川崎市多摩区西生田１－８－１　
     藤和読売ランド前コープ１０３
     044-819-6168  (044-819-6564)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1145544,014.4 アイセイ薬局中野島店〒214-0012 （後発調１）第3843号      平成28年10月 1日
     多薬4014 川崎市多摩区中野島３－１４－３
     ７
     044-930-8580  (044-930-8581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1146544,020.1 クスリのナカヤマ薬局〒214-0014 （後発調１）第4090号      平成29年 2月12日
     多薬4020 向ヶ丘遊園店 川崎市多摩区登戸２７０８－１　
     ＹＭビル１Ｆ
     044-934-8991  (044-934-8991)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1147544,021.9 たから薬局登戸店 〒214-0014 （後発調１）第4261号      平成29年 7月 1日
     多薬4021 川崎市多摩区登戸３４８６－３
     044-934-2360  (044-712-5833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1148548,123.9 Ｃ・Ｓ　ファーマシー〒214-0021 （後発調１）第4460号      平成30年 1月 1日
     多薬123 川崎市多摩区宿河原３－１２－６
     044-931-2881  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    110

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1149548,139.5 薬局中野島Ｃ．Ｓファ〒214-0012 （後発調１）第3795号      平成28年10月 1日
     多薬139 ーマシー 川崎市多摩区中野島３－２７－３
     ４
     044-931-5511  (044-931-5515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1150548,151.0 金龍堂薬局 〒214-0001 （後発調１）第3374号      平成28年 5月 1日
     多薬151 川崎市多摩区菅１－２－３１プラ
     ザクリエイト１０１号
     044-946-3993  (044-946-3993)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1151548,159.3 イナダ薬局 〒214-0001 （後発調１）第2182号      平成28年 4月 1日
     多薬159 川崎市多摩区菅２－９－１グラン
     ベルジェ稲田堤１０３
     044-944-2566  (044-944-2566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1152548,160.1 新登戸薬局 〒214-0014 （後発調１）第2710号      平成28年 4月 1日
     多薬160 川崎市多摩区登戸１７９２－２
     044-911-8830  (044-911-8830)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1153548,170.0 セブンス薬局　登戸店〒214-0021 （後発調１）第2257号      平成28年 4月 1日
     多薬170 川崎市多摩区宿河原１－３０－３
     ２
     044-930-1906  (044-930-1907)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1154548,171.8 もえぎ薬局 〒214-0001 （後発調１）第4086号      平成29年 3月 1日
     多薬171 川崎市多摩区菅２－２－２６
     044-945-9312  (044-945-9326)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1155548,173.4 せせらぎ薬局 〒214-0014 （後発調１）第4425号      平成29年12月 1日
     多薬173 川崎市多摩区登戸２７６６－５
     044-934-8138  (044-934-8138)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1156548,183.3 ポピー薬局　稲田堤店〒214-0001 （後発調１）第4170号      平成29年 5月 1日
     多薬183 川崎市多摩区菅２－１５－５　１
     Ｆ
     044-949-6770  (044-949-6780)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1157548,186.6 花梨薬局 〒214-0031 （後発調１）第3933号      平成28年12月 1日
     多薬186 川崎市多摩区東生田１－２－１１
     044-930-6720  (044-933-8232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1158548,187.4 たから薬局　向ヶ丘遊〒214-0014 （後発調１）第4516号      平成30年 3月 1日
     多薬187 園店 川崎市多摩区登戸２１３０－２ア
     トラスタワー向ヶ丘遊園１Ｆ
     044-930-9535  (044-930-9536)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    111

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1159548,188.2 ファーマシーダックス〒214-0012 （後発調１）第3255号      平成28年 4月 1日
     多薬188 川崎市多摩区中野島６－２６－２
     044-922-2338  (044-922-7752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1160548,197.3 しんまち井出薬局 〒214-0013 （後発調１）第2509号      平成28年 4月 1日
     多薬197 川崎市多摩区登戸新町４３４
     044-322-8200  (044-933-8201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1161548,205.4 ダイエー向ヶ丘店薬局〒214-0014 （後発調１）第3744号      平成28年 9月 1日
     多薬205 川崎市多摩区登戸２７８９
     044-380-0235  (044-922-5390)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1162548,207.0 中川薬局南生田店 〒214-0036 （後発調１）第3371号      平成28年 5月 1日
     多薬207 川崎市多摩区南生田４－２０－１
     044-978-5028  (044-978-5029)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1163554,005.9 鷺沼きりん薬局 〒216-0004 （後発調１）第2944号      平成28年 4月 1日
     宮薬4005 川崎市宮前区鷺沼１－３－１３鷺
     沼東急アパート
     044-888-1193  (044-888-1193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1164554,006.7 潮見台薬局 〒216-0013 （後発調１）第2511号      平成28年 4月 1日
     宮薬4006 川崎市宮前区潮見台２０－３
     044-978-0189  (044-978-2189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1165554,008.3 薬樹薬局鷺沼３号ｍａ〒216-0004 （後発調１）第4298号      平成29年 8月 1日
     宮薬4008 ｍｍｙ店 川崎市宮前区鷺沼３－３－１
     044-870-1870  (044-870-1871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1166554,011.7 薬樹薬局鷺沼春待坂店〒216-0004 （後発調１）第4340号      平成29年 9月 1日
     宮薬4011 川崎市宮前区鷺沼３－５－８　ド
     ルチェ鷺沼１Ｆ
     044-862-7366  (044-862-7367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1167558,053.5 有馬調剤薬局 〒216-0002 （後発調１）第2950号      平成28年 4月 1日
     宮薬53 川崎市宮前区東有馬３－１５－４
     プリメーラ鷺沼１０１号室
     044-855-6888  (044-855-2773)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1168558,054.3 薬局神木 〒216-0031 （後発調１）第2712号      平成28年 4月 1日
     宮薬54 川崎市宮前区神木本町２－２－１
     ５
     044-861-8014  (044-861-8014)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1169558,056.8 有馬センター薬局 〒216-0002 （後発調１）第3882号      平成28年11月 1日
     宮薬56 川崎市宮前区東有馬３－５－２８
     044-854-9318  (044-855-2826)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    112

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1170558,063.4 パル調剤薬局 〒216-0022 （後発調１）第3262号      平成28年 4月 1日
     宮薬63 川崎市宮前区平２－１１－３
     044-860-6680  (044-860-6685)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1171558,066.7 クリエイトエス・ディ〒216-0033 （後発調１）第3883号      平成28年11月 1日
     宮薬66 ー川崎宮崎台駅前店薬川崎市宮前区宮崎２－１０－８
     局 044-871-6925  (044-871-6333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1172558,072.5 パル薬局　蔵敷店 〒216-0015 （後発調１）第3376号      平成28年 5月 1日
     宮薬72 川崎市宮前区菅生２－１－６日向
     園ビル
     044-978-0171  (044-978-0172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1173558,075.8 グリーン薬局 〒216-0023 （後発調１）第3500号      平成28年 6月 1日
     宮薬75 川崎市宮前区けやき平１番グリー
     ンハイツ１６号棟１Ｆ
     044-866-5317  (044-866-5317)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1174558,076.6 レガロ薬局 〒216-0015 （後発調１）第2951号      平成28年 4月 1日
     宮薬76 川崎市宮前区菅生５－５－４
     044-976-3142  (044-976-3142)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1175558,080.8 薬樹薬局　土橋 〒216-0005 （後発調１）第3264号      平成28年 4月 1日
     宮薬80 川崎市宮前区土橋３－３－１ドゥ
     ーエ・アコルデ地下１階０１号室
     044-862-8910  (044-862-8920)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1176558,091.5 パル薬局　鷺沼店 〒216-0004 （後発調１）第3265号      平成28年 4月 1日
     宮薬91 川崎市宮前区鷺沼４－１０－３０
     044-271-1160  (044-271-1161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1177558,097.2 田辺薬局　宮前平橋店〒216-0022 （後発調１）第3267号      平成28年 4月 1日
     宮薬97 川崎市宮前区平１－１－４
     044-866-2185  (044-866-2186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1178558,102.0 ハートランド薬局 〒216-0013 （後発調１）第2715号      平成28年 4月 1日
     宮薬102 川崎市宮前区潮見台６－７
     044-979-1050  (044-976-8533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1179558,105.3 灰吹屋薬局　宮前平店〒216-0006 （後発調１）第4299号      平成29年 8月 1日
     宮薬105 川崎市宮前区宮前平２－１５－８
     044-789-8015  (044-789-8015)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1180558,106.1 薬局トモズ　宮前平店〒216-0006 （後発調１）第2338号      平成28年 4月 1日
     宮薬106 川崎市宮前区宮前平２－１５－１
     ５
     044-872-8626  (044-860-1606)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    113

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1181564,001.6 クリエイト薬局京王若〒215-0035 （後発調１）第4174号      平成29年 5月 1日
     麻薬4001 葉台駅前店 川崎市麻生区黒川５６２－６
     044-981-5071  (044-981-5072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1182564,006.5 沢辺薬局 〒215-0012 （後発調１）第3746号      平成28年 8月 1日
     麻薬4006 川崎市麻生区東百合丘４－４２－
     ８
     044-953-2521  (044-953-2521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1183564,007.3 クオール薬局小田急百〒215-0011 （後発調１）第4041号      平成29年 2月 1日
     麻薬4007 合ヶ丘駅店 川崎市麻生区百合丘１－２１－１
     044-455-5177  (044-967-1270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1184564,009.9 ハックドラッグ下麻生〒215-0022 （後発調１）第3827号      平成28年 9月 1日
     麻薬4009 薬局 川崎市麻生区下麻生２－１１－７
     044-981-0511  (044-981-1141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1185568,016.0 新百合ケ丘薬局 〒215-0021 （後発調１）第2953号      平成28年 4月 1日
     麻薬16 川崎市麻生区上麻生１－９－１０
     044-951-1006  (044-953-2298)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1186568,017.8 しま薬局 〒215-0021 （後発調１）第2954号      平成28年 4月 1日
     麻薬17 川崎市麻生区上麻生５－３８－５
     044-988-7567  (044-987-4231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1187568,018.6 新ゆり調剤薬局 〒215-0004 （後発調１）第3617号      平成28年 7月 1日
     麻薬18 川崎市麻生区万福寺１－８－７
     044-955-1516  (044-955-1516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1188568,033.5 フジ薬局新百合ケ丘駅〒215-0021 （後発調１）第3414号      平成28年 6月 1日
     麻薬33 前店 川崎市麻生区上麻生１－６－３
     044-951-3221  (044-951-2460)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1189568,037.6 有限会社たま調剤薬局〒215-0005 （後発調１）第3618号      平成28年 7月 1日
     麻薬37 千代ケ丘店 川崎市麻生区千代ヶ丘８－１－３
     ウエストプラザ１０４
     044-953-7775  (044-953-7717)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1190568,041.8 新百合ヶ丘薬局駅前店〒215-0021 （後発調１）第2955号      平成28年 4月 1日
     麻薬41 川崎市麻生区上麻生１－３－８
     044-952-3262  (044-952-3262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1191568,042.6 コトブキ調剤薬局 〒215-0021 （後発調１）第3272号      平成28年 4月 1日
     麻薬42 川崎市麻生区上麻生６－２７－１
     ０－１０４
     044-986-1811  (044-986-0163)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    114

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1192568,044.2 なの花薬局　王禅寺店〒215-0018 （後発調１）第3273号      平成28年 4月 1日
     麻薬44 川崎市麻生区王禅寺東５－１－２
     044-981-2931  (044-981-2930)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1193568,047.5 千代ケ丘調剤薬局 〒215-0005 （後発調１）第3620号      平成28年 7月 1日
     麻薬47 川崎市麻生区千代ヶ丘８－１－２
     ０－１０１
     044-952-2677  (044-952-5812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1194568,052.5 山口台タツミ薬局 〒215-0021 （後発調１）第4498号      平成30年 2月 1日
     麻薬52 川崎市麻生区上麻生４－３４－３
     044-969-3225  (044-952-5298)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1195568,054.1 フジ薬局オーパ店 〒215-0021 （後発調１）第3711号      平成28年 9月 1日
     麻薬54 川崎市麻生区上麻生１－１－１
     044-965-8400  (044-952-2309)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1196568,060.8 新百合ヶ丘ファーマシ〒215-0021 （後発調１）第3378号      平成28年 5月 1日
     麻薬60 ー 川崎市麻生区上麻生１－２０－１
     小田急アコルデ新百合ヶ丘８Ｆ
     044-952-0791  (044-952-0791)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1197568,073.1 ワカバ薬局 〒215-0012 （後発調１）第2339号      平成28年 4月 1日
     麻薬73 川崎市麻生区東百合丘２－３１－
     ８
     044-953-7846  (044-953-7846)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1198568,084.8 さつき台薬局 〒215-0025 （後発調１）第3379号      平成28年 5月 1日
     麻薬84 川崎市麻生区五力田２－２－１メ
     イヒルズ１０１
     044-986-9876  (044-873-8587)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1199568,096.2 ふれあい薬局 〒215-0011 （後発調１）第3284号      平成28年 4月 1日
     麻薬96 川崎市麻生区百合丘２－７－９
     044-299-9933  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1200568,104.4 クローバー薬局 〒215-0031 （後発調１）第2433号      平成28年 4月 1日
     麻薬104 川崎市麻生区栗平２－１－６　小
     田急マルシェ栗平１０６
     044-980-4818  (044-980-4801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1201568,106.9 一貫堂薬局 〒215-0026 （後発調１）第3413号      平成28年 6月 1日
     麻薬106 川崎市麻生区古沢１７２－１
     044-959-5080  (044-959-5081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    115

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1202568,108.5 キリン堂薬局　新百合〒215-0026 （後発調１）第3648号      平成28年 8月 1日
     麻薬108 ヶ丘店 川崎市麻生区古沢１７７
     044-959-5770  (044-959-5771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1203568,110.1 そうごう薬局五月台店〒215-0023 （後発調１）第4402号      平成29年11月 1日
     麻薬110 川崎市麻生区片平５－２４－１５
     ガーデンテラス五月台
     044-986-2471  (044-986-2472)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1204568,111.9 ユキポン薬局 〒215-0011 （後発調１）第2186号      平成28年 4月 1日
     麻薬111 川崎市麻生区百合丘１－１８－１
     ５百合サロン１Ｆ
     044-712-3227  (044-712-3228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    116

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,074.3 ハマ薬局 〒230-0052 （後発調２）第1570号      平成28年 4月 1日
     鶴薬74 横浜市鶴見区生麦５－２０－２７
     045-501-2580  (045-501-2820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,115.4 有限会社　江ケ崎薬局〒230-0002 （後発調２）第2270号      平成28年 8月 1日
     鶴薬115 横浜市鶴見区江ケ崎町２０－２３
     045-582-5221  (045-582-5238)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3010,137.8 ひかり薬局東寺尾店 〒230-0077 （後発調２）第1802号      平成28年 4月 1日
     鶴薬137 横浜市鶴見区東寺尾４－１６－２
     ０
     045-575-1463  (045-575-1467)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4010,158.4 田辺薬局 〒230-0012 （後発調２）第1874号      平成28年 4月 1日
     鶴薬158 横浜市鶴見区下末吉１－２４－１
     ５
     045-582-3693  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5010,159.2 グラム調剤薬局横浜店〒230-0042 （後発調２）第1968号      平成28年 4月 1日
     鶴薬159 横浜市鶴見区仲通１－５９－１２
     　第２グラムビル１Ｆ
     045-505-0611  (045-505-0612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6010,164.2 潮ファーマシー 〒230-0041 （後発調２）第2516号      平成29年 2月 1日
     鶴薬164 横浜市鶴見区潮田町２－１１４－
     ４
     045-504-2544  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7010,167.5 有限会社安藤薬局 〒230-0041 （後発調２）第1613号      平成28年 4月 1日
     鶴薬167 横浜市鶴見区潮田町４－１５４－
     １
     501-3693      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8010,169.1 有限会社　潮田薬局 〒230-0078 （後発調２）第2517号      平成29年 2月 1日
     鶴薬169 横浜市鶴見区岸谷４－１９－１１
     045-581-3732  (045-581-3733)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9010,181.6 ササヤ薬局 〒230-0001 （後発調２）第1632号      平成28年 4月 1日
     鶴薬181 横浜市鶴見区矢向４－１０－１８
     045-582-0035  (045-573-2896)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10010,184.0 汐田薬局 〒230-0048 （後発調２）第1740号      平成28年 4月 1日
     鶴薬184 横浜市鶴見区本町通１－３０－３
     045-521-5748  (045-521-5746)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    117

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   11014,002.0 イムノファーマシー分〒230-0026 （後発調２）第1663号      平成28年 4月 1日
     鶴薬4002 店 横浜市鶴見区市場富士見町１１－
     １７
     045-642-6600  (045-642-6710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12014,003.8 あろま薬局 〒230-0071 （後発調２）第1741号      平成28年 4月 1日
     鶴薬4003 横浜市鶴見区駒岡３－１８－５　
     １Ｆ
     045-947-3450  (045-947-3451)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13014,007.9 スターファーマシー矢〒230-0001 （後発調２）第2118号      平成28年 6月 1日
     鶴薬4007 向店 横浜市鶴見区矢向６－８－２１
     045-575-6066  (045-575-6066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14014,012.9 たんぽぽ薬局矢向店 〒230-0001 （後発調２）第2119号      平成28年 6月 1日
     鶴薬4012 横浜市鶴見区矢向５－１－１２
     045-570-5477  (045-570-5478)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15014,015.2 アイン薬局鶴見店 〒230-0012 （後発調２）第2518号      平成29年 2月 1日
     鶴薬4015 横浜市鶴見区下末吉３－７－２１
     045-580-0577  (045-580-0595)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16014,016.0 ひまわり調剤　つるみ〒230-0062 （後発調２）第2183号      平成28年 7月 1日
     鶴薬4016 薬局 横浜市鶴見区豊岡町２１－５
     045-642-7361  (045-642-7362)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17014,018.6 稲垣薬局　横浜鶴見店〒230-0062 （後発調２）第2475号      平成29年 1月 1日
     鶴薬4018 横浜市鶴見区豊岡町２０－１４　
     コーポロンシャン１Ｆ
     045-834-9883  (045-834-8280)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18014,020.2 クリエイト薬局鶴見元〒230-0004 （後発調２）第2445号      平成28年12月 1日
     鶴薬4020 宮店 横浜市鶴見区元宮１－１７－２２
     045-570-3971  (045-570-3972)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19014,023.6 クリエイト薬局横浜東〒230-0077 （後発調２）第2645号      平成29年 4月 1日
     鶴薬4023 寺尾店 横浜市鶴見区東寺尾２－６－９
     045-571-6115  (045-571-6116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20014,024.4 つる薬局鶴見店 〒230-0051 （後発調２）第2786号      平成29年 8月 1日
     鶴薬4024 横浜市鶴見区鶴見中央１－１９－
     ４　メディカルプラザＤ鶴見１Ｆ
     045-642-3072  (045-642-3073)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    118

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   21014,026.9 スギ薬局　東寺尾店 〒230-0077 （後発調２）第2916号      平成29年12月 1日
     鶴薬4026 横浜市鶴見区東寺尾１－４－１３
     　アビタシオン東寺尾１Ｆ
     045-717-6702  (045-717-6703)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22014,027.7 クリエイト薬局鶴見東〒230-0077 （後発調２）第2917号      平成29年12月 1日
     鶴薬4027 寺尾一丁目店 横浜市鶴見区東寺尾１－３－１２
     　東寺尾メディカルセンター１Ｆ
     045-580-7066  (045-580-7067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23018,187.5 阿部薬局 〒230-0062 （後発調２）第1803号      平成28年 4月 1日
     鶴薬187 横浜市鶴見区豊岡町２１－２３
     045-584-1478  (045-574-1547)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24018,213.9 新つるみ薬局 〒230-0001 （後発調２）第1742号      平成28年 4月 1日
     鶴薬213 横浜市鶴見区矢向１－５－２４
     045-574-0111  (045-574-0169)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25018,222.0 こみや薬局駒岡店 〒230-0071 （後発調２）第2886号      平成29年11月 1日
     鶴薬222 横浜市鶴見区駒岡５－６－１ジャ
     スコ駒岡店１Ｆ
     045-585-7058  (045-585-7058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26018,225.3 陽だまり薬局　鶴見店〒230-0077 （後発調２）第2058号      平成28年 5月 1日
     鶴薬225 横浜市鶴見区東寺尾４－４－２３
     045-580-0011  (045-580-0012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27018,228.7 せんねん薬局生麦店 〒230-0052 （後発調２）第2120号      平成28年 6月 1日
     鶴薬228 横浜市鶴見区生麦５－８－４４
     045-508-3112  (045-508-3113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28018,229.5 健ナビ薬樹薬局　矢向〒230-0001 （後発調２）第2918号      平成29年12月 1日
     鶴薬229 横浜市鶴見区矢向５－９－２３健
     ナビメディカルモール　１Ｆ
     045-576-0750  (045-576-0753)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29018,235.2 うかい薬局 〒230-0042 （後発調２）第1664号      平成28年 4月 1日
     鶴薬235 横浜市鶴見区仲通２－６９－５
     045-501-8096  (045-501-8096)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30018,236.0 陽だまり薬局アイラン〒230-0031 （後発調２）第1804号      平成28年 4月 1日
     鶴薬236 ド店 横浜市鶴見区平安町２－２８－１
     ヨコハマアイランドガーデン１Ｆ
     045-500-6850  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    119

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   31018,241.0 田辺薬局　鶴見駒岡店〒230-0071 （後発調２）第2519号      平成29年 2月 1日
     鶴薬241 横浜市鶴見区駒岡４－２１－５５
     045-570-3123  (045-570-3124)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32018,242.8 ポスト薬局 〒230-0015 （後発調２）第2446号      平成28年12月 1日
     鶴薬242 横浜市鶴見区寺谷１－１１－２２
     －１０１
     045-582-9171  (045-582-9171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33018,247.7 いずみ薬局　鶴見店 〒230-0063 （後発調２）第2679号      平成29年 5月 1日
     鶴薬247 横浜市鶴見区鶴見１－１１－１７
     045-582-7763  (045-582-7763)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34018,248.5 コスモ薬局 〒230-0074 （後発調２）第1969号      平成28年 4月 1日
     鶴薬248 横浜市鶴見区北寺尾３－２－４０
     045-576-3567  (045-576-3577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35018,249.3 すみれ薬局 〒230-0074 （後発調２）第2053号      平成28年 4月 1日
     鶴薬249 横浜市鶴見区北寺尾１－１６－１
     １
     045-530-1655  (045-530-1655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36018,252.7 誠薬局 〒230-0038 （後発調２）第1571号      平成28年 4月 1日
     鶴薬252 横浜市鶴見区栄町通１－６－３
     045-501-9721  (045-501-9721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37018,259.2 田辺薬局　下末吉支店〒230-0012 （後発調２）第1875号      平成28年 4月 1日
     鶴薬259 横浜市鶴見区下末吉１－２３－１
     045-570-3328  (045-570-3329)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38018,262.6 阪神調剤薬局　横浜鶴〒230-0012 （後発調２）第2819号      平成29年 9月 1日
     鶴薬262 見店 横浜市鶴見区下末吉３－７－１９
     045-570-5081  (045-570-5082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39018,268.3 つるみ新栄堂薬局 〒230-0051 （後発調２）第2121号      平成28年 6月 1日
     鶴薬268 横浜市鶴見区鶴見中央１－６－８
     ドメスティックプラザ鶴見Ⅱ－１
     Ｆ
     045-718-5524  (045-718-5547)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40018,270.9 スター調剤　駅前店 〒230-0001 （後発調２）第2122号      平成28年 6月 1日
     鶴薬270 横浜市鶴見区矢向５－６－１
     045-575-0029  (045-575-0029)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41018,273.3 共創未来　なまむぎ薬〒230-0052 （後発調２）第1805号      平成28年 4月 1日
     鶴薬273 局 横浜市鶴見区生麦１－１４－２７
     045-508-5481  (045-508-5482)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    120

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   42018,274.1 さくら薬局　鶴見栄町〒230-0038 （後発調２）第1876号      平成28年 4月 1日
     鶴薬274 店 横浜市鶴見区栄町通４－４６－４
     045-505-4086  (045-505-4089)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43018,277.4 健ナビ薬樹薬局　矢向〒230-0001 （後発調２）第2919号      平成29年12月 1日
     鶴薬277 ２号店 横浜市鶴見区矢向５－９－２３　
     健ナビメディカルモール１Ｆ
     045-583-1090  (045-583-1091)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44018,278.2 薬樹薬局　馬場 〒230-0076 （後発調２）第1877号      平成28年 4月 1日
     鶴薬278 横浜市鶴見区馬場１－２７－１６
     045-583-3133  (045-583-3134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45018,280.8 田辺薬局下末吉東店 〒230-0012 （後発調２）第1878号      平成28年 4月 1日
     鶴薬280 横浜市鶴見区下末吉１－２５－１
     ４
     045-581-7322  (045-581-7222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46018,285.7 パール薬局 〒230-0026 （後発調２）第2184号      平成28年 7月 1日
     鶴薬285 横浜市鶴見区市場富士見町８－８
     045-716-9944  (045-716-9945)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47018,287.3 すたぁ薬局　東口店 〒230-0001 （後発調２）第2447号      平成28年12月 1日
     鶴薬287 横浜市鶴見区矢向５－６－２３
     045-585-3220  (045-585-3221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48018,289.9 田辺薬局　市場西中店〒230-0023 （後発調２）第2920号      平成29年12月 1日
     鶴薬289 横浜市鶴見区市場西中町５－１２
     045-508-2463  (045-508-2464)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49018,294.9 健ナビ薬樹薬局　鶴見〒230-0062 （後発調２）第2448号      平成28年12月 1日
     鶴薬294 横浜市鶴見区豊岡町６－９サンワ
     イズビル１Ｆ　１０１
     045-576-3331  (045-576-3332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50018,295.6 日本調剤鶴見駅前薬局〒230-0051 （後発調２）第2476号      平成29年 1月 1日
     鶴薬295 横浜市鶴見区鶴見中央４－１－３
     045-508-7561  (045-508-7562)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51018,297.2 クリエイト薬局鶴見下〒230-0047 （後発調２）第1880号      平成28年 4月 1日
     鶴薬297 野谷町店 横浜市鶴見区下野谷町１－４４
     045-508-3070  (045-508-3071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52018,299.8 梶山みついけ薬局 〒230-0072 （後発調２）第1743号      平成28年 4月 1日
     鶴薬299 横浜市鶴見区梶山１－１０－３２
     アネックス三ツ池
     045-710-0321  (045-710-0432)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    121

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   53020,091.5 ひかり薬局　七島店 〒221-0061 （後発調２）第3023号      平成30年 2月 1日
     神薬91 横浜市神奈川区七島町８－３
     045-434-2284  (045-434-2344)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54020,128.5 ひかり薬局反町店 〒221-0825 （後発調２）第2680号      平成29年 5月 1日
     神薬128 横浜市神奈川区反町４－２７－１
     ５
     045-321-1000  (045-321-1025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55020,129.3 有限会社　ネオ薬局 〒221-0077 （後発調２）第2681号      平成29年 5月 1日
     神薬129 横浜市神奈川区白幡向町１５－１
     045-421-8995  (045-421-8995)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56020,135.0 かたくら薬局 〒221-0865 （後発調２）第2921号      平成29年12月 1日
     神薬135 横浜市神奈川区片倉１－１６－１
     ０ウサミアメニティファインビル
     045-481-6340  (045-481-6342)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57020,140.0 薬樹薬局　三ツ沢 〒221-0855 （後発調２）第1881号      平成28年 4月 1日
     神薬140 横浜市神奈川区三ッ沢西町４－１
     １キリッシュパーク１Ｆ
     045-337-4165  (045-337-4166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58024,000.2 ファーマみらい片倉薬〒221-0865 （後発調２）第1806号      平成28年 4月 1日
     神薬4000 局 横浜市神奈川区片倉２－１－１７
     045-548-5351  (045-548-5359)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59024,001.0 オレンジ薬局 〒221-0841 （後発調２）第2185号      平成28年 7月 1日
     神薬4001 横浜市神奈川区松本町１－３－４
     ５ドメスティックプラザ反町１Ｆ
     045-322-6308  (045-322-6308)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60024,002.8 オレンジ薬局　片倉店〒221-0865 （後発調２）第1744号      平成28年 4月 1日
     神薬4002 横浜市神奈川区片倉４－３－２４
     新横浜ミユキマンション１Ｆ
     045-488-3671  (045-488-3672)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61024,005.1 しんわ薬局　子安店 〒221-0061 （後発調２）第2922号      平成29年12月 1日
     神薬4005 横浜市神奈川区七島町１２８
     045-947-2137  (045-947-2138)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62024,006.9 そうごう薬局　神奈川〒221-0043 （後発調２）第2449号      平成28年12月 1日
     神薬4006 新町店 横浜市神奈川区新町１２－１新町
     第２京急ビル１Ｆ
     045-594-7951  (045-594-7952)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    122

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   63024,010.1 下町調剤薬局 〒221-0852 （後発調２）第2582号      平成29年 3月 1日
     神薬4010 横浜市神奈川区三ツ沢下町９－２
     ０
     045-321-8523  (045-321-8524)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64024,011.9 調剤薬局ニコラ 〒221-0021 （後発調２）第2186号      平成28年 7月 1日
     神薬4011 横浜市神奈川区子安通２－２８６
     045-440-2887  (045-440-2888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65024,012.7 クリエイト薬局横浜西〒221-0864 （後発調２）第2375号      平成28年10月 1日
     神薬4012 菅田店 横浜市神奈川区菅田町５６３－１
     045-477-5833  (045-477-5834)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66024,015.0 ひばり薬局東神奈川店〒221-0044 （後発調２）第1745号      平成28年 4月 1日
     神薬4015 横浜市神奈川区東神奈川１－２９
     シァルプラット東神奈川１０１
     045-624-9666  (045-624-9939)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67024,016.8 シオン薬局　神大寺店〒221-0801 （後発調２）第2521号      平成29年 2月 1日
     神薬4016 横浜市神奈川区神大寺３－１－１
     ４
     045-488-3431  (045-488-3432)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68024,017.6 たんぽぽ薬局大口店 〒221-0015 （後発調２）第2682号      平成29年 5月 1日
     神薬4017 横浜市神奈川区神之木町１９－１
     ５
     045-439-3533  (045-439-3550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69024,019.2 さくら調剤みなと薬局〒221-0035 （後発調２）第2450号      平成28年12月 1日
     神薬4019 横浜市神奈川区星野町１０　ヒス
     トリアレジデンス海舟１０３
     045-595-9806  (045-595-9808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70024,022.6 ハックドラッグ六角橋〒221-0802 （後発調２）第2404号      平成28年 9月 1日
     神薬4022 薬局 横浜市神奈川区六角橋１－１３－
     １　ビッグ・ライズビル六角橋１
     Ｆ
     045-439-0091  (045-439-0092)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71024,024.2 ハックドラッグ片倉コ〒221-0865 （後発調２）第2683号      平成29年 5月 1日
     神薬4024 ープ薬局 横浜市神奈川区片倉１－１６－３
     　コープかながわ片倉店２Ｆ
     045-488-5189  (045-488-5190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    123

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   72024,025.9 アーバン薬局 〒221-0002 （後発調２）第2846号      平成29年10月 1日
     神薬4025 横浜市神奈川区大口通２８－１　
     横浜大口アーバンビル１Ｆ
     045-716-9011  (045-716-9012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73024,026.7 ひばり薬局　反町店 〒221-0842 （後発調２）第2820号      平成29年 9月 1日
     神薬4026 横浜市神奈川区泉町２－４　ＹＡ
     ＯＫＡＮ　ＣＬＩＮＩＣ　ＢＬＤ
     Ｇ１Ｆ
     045-548-4480  (045-548-4481)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74028,148.5 光和薬局 〒221-0865 （後発調２）第1705号      平成28年 4月 1日
     神薬148 横浜市神奈川区片倉５－１－１Ａ
     Ｒビル１階－Ｂ
     045-482-2216  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75028,157.6 日本調剤　大口薬局 〒221-0014 （後発調２）第1970号      平成28年 4月 1日
     神薬157 横浜市神奈川区入江２－１９－１
     ８第二金子ビル
     045-430-1717  (045-430-1568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76028,166.7 ライフ菅田調剤薬局 〒221-0864 （後発調２）第1746号      平成28年 4月 1日
     神薬166 横浜市神奈川区菅田町２６４９－
     ２
     045-476-4348  (045-476-4349)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77028,169.1 横浜六角橋薬局 〒221-0802 （後発調２）第1706号      平成28年 4月 1日
     神薬169 横浜市神奈川区六角橋１－９－２
     ４
     045-433-0211  (045-433-0219)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78028,173.3 滝の川薬局 〒221-0046 （後発調２）第2123号      平成28年 6月 1日
     神薬173 横浜市神奈川区神奈川本町１６－
     １
     045-451-0144  (045-451-0144)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79028,177.4 薬樹薬局　三ツ沢２号〒221-0855 （後発調２）第2271号      平成28年 8月 1日
     神薬177 店 横浜市神奈川区三ツ沢西町４－１
     ３川本ビル１Ｆ
     045-340-2052  (045-340-2053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80028,189.9 サンドラッグ横浜西神〒221-0822 （後発調２）第2451号      平成28年12月 1日
     神薬189 奈川薬局 横浜市神奈川区西神奈川１－１３
     －１２西神奈川アーバンビル１Ｆ
     045-321-5622  (045-321-5620)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    124

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   81028,209.5 のむら薬局 〒221-0865 （後発調２）第1572号      平成28年 4月 1日
     神薬209 横浜市神奈川区片倉１－９－３ま
     るあびる１０２
     045-488-3283  (045-488-3284)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82028,211.1 オーロラ薬局　神大寺〒221-0801 （後発調２）第1573号      平成28年 4月 1日
     神薬211 店 横浜市神奈川区神大寺４－８－７
     045-342-5109  (045-342-5129)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83028,218.6 百合薬局 〒221-0802 （後発調２）第2187号      平成28年 7月 1日
     神薬218 横浜市神奈川区六角橋６－２９－
     １６エミネンス白楽１０１
     045-488-3689  (045-488-3789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84028,222.8 慶成なでしこ薬局 〒221-0063 （後発調２）第2477号      平成29年 1月 1日
     神薬222 横浜市神奈川区立町６－１ＡＮＮ
     Ｉ横浜ＥＡＳＴ１階
     045-439-3201  (045-439-3215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85028,224.4 ヒロ薬局　横浜店 〒221-0855 （後発調２）第3094号      平成30年 3月 1日
     神薬224 横浜市神奈川区三ツ沢西町４－１
     ５
     045-340-0127  (045-340-0128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86028,232.7 日本調剤　東神奈川薬〒221-0822 （後発調２）第1971号      平成28年 4月 1日
     神薬232 局 横浜市神奈川区西神奈川１－６－
     １　サクラピアビル３Ｆ
     045-322-6251  (045-322-6253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87028,234.3 志宝薬局　三ツ沢店 〒221-0852 （後発調２）第2923号      平成29年12月 1日
     神薬234 横浜市神奈川区三ツ沢下町１２－
     ５
     045-290-6673  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88028,235.0 日本調剤　新子安薬局〒221-0013 （後発調２）第2124号      平成28年 6月 1日
     神薬235 横浜市神奈川区新子安１－２－４
     045-438-3271  (045-438-3272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89028,242.6 サクラ薬局 〒221-0822 （後発調２）第2924号      平成29年12月 1日
     神薬242 横浜市神奈川区西神奈川２－６－
     １－１Ｂ
     045-633-4284  (045-633-4285)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90028,245.9 クリエイト薬局横浜六〒221-0802 （後発調２）第3095号      平成30年 3月 1日
     神薬245 角橋店 横浜市神奈川区六角橋４－２３－
     １
     045-488-3367  (045-488-3368)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    125

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   91028,246.7 クリエイト薬局横浜反〒221-0825 （後発調２）第2787号      平成29年 8月 1日
     神薬246 町店 横浜市神奈川区反町２－１３－９
     045-412-3101  (045-488-3102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92034,005.9 ウイン調剤薬局　横浜〒220-0004 （後発調２）第2925号      平成29年12月 1日
     西薬4005 西口店 横浜市西区北幸２－３－１９日総
     ビル第８　１Ｆ
     045-548-6770  (045-548-6771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93034,008.3 レジーナ薬局　横浜戸〒220-0043 （後発調２）第2059号      平成28年 5月 1日
     西薬4008 部店 横浜市西区御所山町７６
     045-250-5858  (045-250-5859)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94034,010.9 オレンジ薬局　横浜東〒220-0011 （後発調２）第2332号      平成28年 9月 1日
     西薬4010 口店 横浜市西区高島２－１４－１７ク
     レアトール横浜ビル４Ｆ
     045-453-9030  (045-453-9031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95034,011.7 きたい薬局 〒220-0011 （後発調２）第1665号      平成28年 4月 1日
     西薬4011 横浜市西区高島２－１９－１２ス
     カイビル１Ｆ
     045-442-0320  (045-442-0320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96034,012.5 アイン薬局　みなとみ〒220-0012 （後発調２）第2821号      平成29年 9月 1日
     西薬4012 らい店 横浜市西区みなとみらい４－６－
     ２みなとみらいグランドセントラ
     ルタワー１Ｆ
     045-227-7780  (045-227-7781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97034,014.1 中川薬局　横浜西口店〒220-0003 （後発調２）第2584号      平成29年 3月 1日
     西薬4014 横浜市西区楠町１４－２　まる福
     ビル１Ｆ
     045-290-0871  (045-290-0872)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98034,015.8 日本調剤　元久保薬局〒220-0063 （後発調２）第2478号      平成29年 1月 1日
     西薬4015 横浜市西区元久保町６－７
     045-341-3505  (045-341-3507)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99034,016.6 クリエイト薬局横浜東〒220-0062 （後発調２）第2887号      平成29年11月 1日
     西薬4016 久保町店 横浜市西区東久保町１０－１
     045-250-6385  (045-250-6386)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100034,017.4 薬局日本メディカル 〒220-0012 （後発調２）第2888号      平成29年11月 1日
     西薬4017 横浜市西区みなとみらい６－３－
     ４　ＰＲＹＭＥＣＯＡＳＴみなと
     みらい２Ｆ
     045-264-9631  (045-264-9632)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    126

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  101038,131.9 ハート薬局 〒220-0072 （後発調２）第2060号      平成28年 5月 1日
     西薬131 横浜市西区浅間町４－３４７－１
     ０
     045-317-6858  (045-317-6857)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102038,136.8 川田薬局　藤棚店 〒220-0053 （後発調２）第2627号      平成29年 4月 1日
     西薬136 横浜市西区藤棚町１－９５－１
     045-250-5600  (045-250-5608)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103038,144.2 イースト薬局 〒220-0003 （後発調２）第2423号      平成28年11月 1日
     西薬144 横浜市西区楠町８－６　ＫＭビル
     １Ｆ
     045-317-5557  (045-317-5567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104038,148.3 コンパス薬局　横浜西〒220-0073 （後発調２）第1609号      平成28年 4月 1日
     西薬148 横浜市西区岡野２－５－１８サミ
     ット岡野店２Ｆ
     045-534-9779  (045-322-0800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105038,149.1 そうごう薬局　エキニ〒220-0004 （後発調２）第2967号      平成30年 1月 1日
     西薬149 ア横浜店 横浜市西区北幸１－１－８エキニ
     ア横浜　６Ｆ
     045-313-2751  (045-313-2752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106038,152.5 コスモ薬局　平沼橋店〒220-0023 （後発調２）第2926号      平成29年12月 1日
     西薬152 横浜市西区平沼１－１８－１８ア
     ルコバレーノ１Ｆ
     045-324-6628  (045-324-6618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107038,155.8 マリン薬局 〒220-0072 （後発調２）第2188号      平成28年 7月 1日
     西薬155 横浜市西区浅間町５－３７８－２
     清水ビル１Ｆ
     045-313-1116  (045-313-1126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108040,100.0 有限会社　日の出薬局〒231-0066 （後発調２）第2174号      平成28年 7月 1日
     中区薬100 横浜市中区日の出町１－２８
     045-231-5409  (045-252-4964)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109040,105.9 サンビル薬局有限会社〒231-0014 （後発調２）第1666号      平成28年 4月 1日
     中区薬105 横浜市中区常盤町３－２５　サン
     ビル６Ｆ
     045-651-0928  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110040,136.4 有限会社　みなと薬局〒231-0056 （後発調２）第2125号      平成28年 6月 1日
     中区薬136 横浜市中区若葉町２－２４
     045-252-6689  (045-252-6690)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    127

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  111040,160.4 有限会社小川薬局 〒231-0806 （後発調２）第2847号      平成29年10月 1日
     中区薬160 横浜市中区本牧町１－１１８
     045-621-7220  (045-621-7220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112040,165.3 はるみ調剤薬局 〒231-0851 （後発調２）第2333号      平成28年 9月 1日
     中区薬165 横浜市中区山元町２－７７－１０
     －１０４
     045-661-1164  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113044,006.5 ＣＯＣＯ薬局　根岸店〒231-0836 （後発調２）第2684号      平成29年 5月 1日
     中区薬4006 横浜市中区根岸町２－８０－２
     045-305-6992  (045-305-6993)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114044,007.3 らいふ薬局　日ノ出町〒231-0066 （後発調２）第1807号      平成28年 4月 1日
     中区薬4007 店 横浜市中区日ノ出町１－２００日
     ノ出サクアス２０２
     045-341-0405  (045-341-0406)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115044,008.1 マカド薬局 〒231-0825 （後発調２）第1882号      平成28年 4月 1日
     中区薬4008 横浜市中区本牧間門３６－２１
     045-622-2930  (045-622-2930)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116044,009.9 調剤薬局ツルハドラッ〒231-0066 （後発調２）第2061号      平成28年 5月 1日
     中区薬4009 グ横浜日ノ出町駅前店横浜市中区日ノ出町１－２００日
     ノ出サクアス１０３
     045-260-6269  (045-260-6269)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117044,010.7 アイン薬局　みなと店〒231-0801 （後発調２）第2062号      平成28年 5月 1日
     中区薬4010 横浜市中区新山下３－１－１
     045-621-2911  (045-621-2918)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118044,011.5 横浜みなみ薬局 〒231-0801 （後発調２）第2742号      平成29年 7月 1日
     中区薬4011 横浜市中区新山下３－１３－２２
     　
     045-629-0181  (045-629-0182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119044,012.3 福寿草薬局横浜関内店〒231-0044 （後発調２）第3024号      平成30年 2月 1日
     中区薬4012 横浜市中区福富町東通１－１　カ
     トレヤプラザメディカルセンター
     １Ｆ
     045-315-5480  (045-315-5420)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120044,013.1 このはな薬局 〒231-0032 （後発調２）第1808号      平成28年 4月 1日
     中区薬4013 横浜市中区不老町３－１４－２　
     ライオンズマンション伊勢佐木長
     者町１０３
     045-662-9087  (045-662-9087)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    128

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  121044,014.9 ウエルシア薬局横浜長〒231-0033 （後発調２）第2927号      平成29年12月 1日
     中区薬4014 者町店 横浜市中区長者町３－８－１
     045-226-5502  (045-226-5503)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122044,015.6 小川薬局　山元町店 〒231-0851 （後発調２）第2273号      平成28年 8月 1日
     中区薬4015 横浜市中区山元町２－６１
     045-305-6941  (045-305-6942)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123044,017.2 長者町薬局 〒231-0033 （後発調２）第2189号      平成28年 7月 1日
     中区薬4017 横浜市中区長者町１－３－７　長
     者町福神ビル１Ｆ
     045-251-7117  (045-251-7125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124044,026.3 ひまわり薬局 〒231-0045 （後発調２）第3025号      平成30年 2月 1日
     中区薬4026 横浜市中区伊勢佐木町５－１２５
     045-260-4976  (045-260-4977)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125044,027.1 ハックドラッグ曙町薬〒231-0057 （後発調２）第3096号      平成30年 3月 1日
     中区薬4027 局 横浜市中区曙町３－３９－１
     045-250-3389  (045-250-3390)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126044,029.7 ごりら薬局 〒231-0058 （後発調２）第3097号      平成30年 3月 1日
     中区薬4029 横浜市中区弥生町２－１５－１
     045-325-8992  (045-325-8994)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127044,031.3 グローバル薬局　横浜〒231-0861 （後発調２）第3015号      平成30年 1月 1日
     中区薬4031 元町店 横浜市中区元町１－３４　ファミ
     ーユ元町１－Ａ
     045-651-5991  (045-651-5992)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128048,196.0 ソーシン薬局大里店 〒231-0823 （後発調２）第1747号      平成28年 4月 1日
     中区薬196 横浜市中区本牧大里町９－１２
     045-625-9449  (045-625-9449)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129048,200.0 あき薬局 〒231-0868 （後発調２）第1809号      平成28年 4月 1日
     中区薬200 横浜市中区石川町１－１２
     045-227-7773  (045-227-7774)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130048,201.8 田辺薬局　山下公園店〒231-0023 （後発調２）第2126号      平成28年 6月 1日
     中区薬201 横浜市中区山下町２５
     045-227-5285  (045-227-5286)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131048,202.6 日本調剤元町薬局 〒231-0023 （後発調２）第1973号      平成28年 4月 1日
     中区薬202 横浜市中区山下町２７３ＪＰＴ元
     町ビル１Ｆ
     045-227-5621  (045-227-5622)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    129

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  132048,204.2 陽だまり薬局公園通り〒231-0031 （後発調２）第1810号      平成28年 4月 1日
     中区薬204 店 横浜市中区万代町１－２－８
     045-227-8330  (045-227-8329)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133048,209.1 ハーブ薬局 〒231-0056 （後発調２）第1612号      平成28年 4月 1日
     中区薬209 横浜市中区若葉町２－２４－５
     045-260-5733  (045-260-5732)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134048,243.0 ファーマライズ薬局　〒231-0862 （後発調２）第2274号      平成28年 8月 1日
     中区薬243 山手町店 横浜市中区山手町１６３－６
     045-628-4781  (045-628-4782)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135048,244.8 ファーマライズ薬局　〒231-0801 （後発調２）第2104号      平成28年 6月 1日
     中区薬244 新山下店 横浜市中区新山下３－１３－２２
     045-629-0187  (045-629-0188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136048,255.4 うさぎ薬局　馬車道店〒231-0005 （後発調２）第2127号      平成28年 6月 1日
     中区薬255 横浜市中区本町６－５０－１　横
     浜アイランドタワーＢ１Ｆ
     045-641-6071  (045-641-6072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137048,260.4 イオン薬局　本牧店 〒231-0821 （後発調２）第3026号      平成30年 2月 1日
     中区薬260 横浜市中区本牧原７－１
     045-625-7503  (045-625-7503)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138048,261.2 日本調剤　関内駅前薬〒231-0016 （後発調２）第1974号      平成28年 4月 1日
     中区薬261 局 横浜市中区真砂町２－２６関内中
     央ビル　１Ｆ
     045-227-7620  (045-227-7621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139048,262.0 日本調剤　石川町薬局〒231-0024 （後発調２）第1975号      平成28年 4月 1日
     中区薬262 横浜市中区吉浜町１－９エトアー
     ル吉浜　１Ｆ１０１
     045-680-1225  (045-680-1228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140048,265.3 川田薬局　本牧店 〒231-0824 （後発調２）第3027号      平成30年 2月 1日
     中区薬265 横浜市中区本牧三之谷８－８
     045-625-3001  (045-625-3002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141048,267.9 日本調剤　野毛薬局 〒231-0064 （後発調２）第1976号      平成28年 4月 1日
     中区薬267 横浜市中区野毛町３－１６０－４
     ちぇるる野毛２Ｆ
     045-250-0128  (045-250-0138)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    130

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  142048,278.6 グローバル薬局　関内〒231-0016 （後発調２）第1667号      平成28年 4月 1日
     中区薬278 駅前店 横浜市中区真砂町３－３３セルテ
     ２Ｆ
     045-264-4970  (045-264-4977)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143050,129.6 有限会社フジオ薬局 〒232-0063 （後発調２）第1562号      平成28年 4月 1日
     南薬129 横浜市南区中里４－１－１６
     045-742-8101  (045-742-8101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144050,135.3 有限会社　光薬局 〒232-0006 （後発調２）第1668号      平成28年 4月 1日
     南薬135 横浜市南区南太田４－１３－２５
     045-721-4615  (045-721-4615)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145050,141.1 南調剤薬局 〒232-0055 （後発調２）第2334号      平成28年 9月 1日
     南薬141 横浜市南区中島町３－５７－３
     045-711-1990  (045-711-1990)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146050,142.9 ミナミファーマシー 〒232-0006 （後発調２）第2128号      平成28年 6月 1日
     南薬142 横浜市南区南太田１－１０－１
     045-721-3331  (045-742-9888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147054,002.1 さくら薬局　横浜六ツ〒232-0066 （後発調２）第2585号      平成29年 3月 1日
     南薬4002 川１丁目店 横浜市南区六ツ川１－８７３－３
     １
     045-741-6747  (045-715-7019)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148054,004.7 むつみ薬局　浦舟店 〒232-0024 （後発調２）第2686号      平成29年 5月 1日
     南薬4004 横浜市南区浦舟町１－２－５ＴＩ
     アーバン横浜橋１Ｆ
     045-315-3203  (045-315-3204)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149054,006.2 ハックドラッグ井土ヶ〒232-0052 （後発調２）第3098号      平成30年 3月 1日
     南薬4006 谷駅前薬局 横浜市南区井土ケ谷中町１６１
     045-710-8158  (045-710-8159)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150054,009.6 訪問薬局　横浜さくら〒232-0041 （後発調２）第2522号      平成29年 2月 1日
     南薬4009 横浜市南区睦町１－７－１　細田
     アパート１０３
     045-315-6308  (045-315-6309)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151054,010.4 有限会社　まゆみ薬局〒232-0072 （後発調２）第2822号      平成29年 9月 1日
     南薬4010 　井土ヶ谷店 横浜市南区永田東１－３－２０　
     045-308-7105  (045-308-7175)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    131

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  152054,012.0 クリエイト薬局横浜六〒232-0066 （後発調２）第3028号      平成30年 2月 1日
     南薬4012 ツ川店 横浜市南区六ツ川２－１２１－２
     　２Ｆ
     045-722-3152  (045-722-3153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153054,013.8 ハックドラッグ横浜南〒232-0006 （後発調２）第3099号      平成30年 3月 1日
     南薬4013 太田薬局 横浜市南区南太田１－２１－５
     045-711-0113  (045-711-0114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154058,187.6 庄子薬局 〒232-0067 （後発調２）第2326号      平成28年 9月 1日
     南薬187 横浜市南区弘明寺町２７０
     045-731-5970  (045-741-0760)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155058,192.6 株式会社五番街ファー〒232-0024 （後発調２）第3100号      平成30年 3月 1日
     南薬192 マシー浦舟店 横浜市南区浦舟町３－３８－５
     045-251-5605  (045-251-5605)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156058,203.1 だるま薬局 〒232-0033 （後発調２）第3029号      平成30年 2月 1日
     南薬203 横浜市南区中村町３－１９９－３
     045-261-4595  (045-251-6513)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157058,218.9 日本調剤　浦舟薬局 〒232-0024 （後発調２）第1977号      平成28年 4月 1日
     南薬218 横浜市南区浦舟町４－４７メディ
     カルコートマリス１Ｆ
     045-260-5751  (045-260-5760)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158058,232.0 クローバー薬局 〒232-0075 （後発調２）第1669号      平成28年 4月 1日
     南薬232 横浜市南区永田みなみ台２－１－
     １０２
     045-515-8152  (045-515-8152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159058,233.8 なの花薬局横浜六ツ川〒232-0066 （後発調２）第3101号      平成30年 3月 1日
     南薬233 店 横浜市南区六ツ川１－２１０－１
     045-712-0551  (045-712-0552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160058,240.3 井土ケ谷薬局 〒232-0053 （後発調２）第2190号      平成28年 7月 1日
     南薬240 横浜市南区井土ケ谷下町２１８－
     ２ヴェルドミール井土ケ谷１Ｆ
     045-714-1055  (045-714-1055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161058,244.5 さくら薬局　横浜中島〒232-0055 （後発調２）第2743号      平成29年 7月 1日
     南薬244 店 横浜市南区中島町４－８５織田ビ
     ル１Ｆ
     045-713-0717  (045-713-0717)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    132

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  162058,247.8 グローバル薬局　横浜〒232-0021 （後発調２）第1670号      平成28年 4月 1日
     南薬247 橋通店 横浜市南区真金町２－１８
     045-341-0831  (045-341-0832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163060,106.2 日本調剤　星川薬局 〒240-0006 （後発調２）第1978号      平成28年 4月 1日
     保薬106 横浜市保土ケ谷区星川２－４－１
     ＳＦビル１Ｆ
     045-336-4682  (045-336-4684)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164060,111.2 正井薬局 〒240-0044 （後発調２）第2744号      平成29年 7月 1日
     保薬111 横浜市保土ケ谷区仏向町１２１－
     ７
     045-331-5485  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165060,113.8 薬樹薬局　和田町 〒240-0006 （後発調２）第1884号      平成28年 4月 1日
     保薬113 横浜市保土ケ谷区星川３－８－４
     和田町駅前ビル
     045-331-1891  (045-331-1896)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166064,000.3 釜台薬局 〒240-0067 （後発調２）第2788号      平成29年 8月 1日
     保薬4000 横浜市保土ケ谷区常盤台５２－３
     １
     045-331-0002  (045-331-0003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167064,009.4 シオン薬局保土ケ谷店〒240-0053 （後発調２）第2377号      平成28年10月 1日
     保薬4009 横浜市保土ケ谷区新井町４６７－
     ８
     045-459-6435  (045-459-6437)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168064,010.2 みなみ薬局保土ケ谷店〒240-0066 （後発調２）第2714号      平成29年 6月 1日
     保薬4010 横浜市保土ケ谷区釜台町４１－７
     　
     045-348-2165  (045-348-2167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169064,011.0 あじさい薬局 〒240-0043 （後発調２）第3030号      平成30年 2月 1日
     保薬4011 横浜市保土ケ谷区坂本町１５０－
     ３
     045-465-6721  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170064,015.1 クリエイト薬局横浜保〒240-0021 （後発調２）第2479号      平成29年 1月 1日
     保薬4015 土ヶ谷橋店 横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町１－
     ５－１
     045-730-6371  (045-730-6372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    133

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  171064,016.9 ハックドラッグ洪福寺〒240-0002 （後発調２）第2452号      平成28年12月 1日
     保薬4016 松原薬局 横浜市保土ケ谷区宮田町１－３－
     ５
     045-333-8089  (045-334-0344)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  172068,146.0 薬樹薬局　保土ケ谷 〒240-0067 （後発調２）第1885号      平成28年 4月 1日
     保薬146 横浜市保土ケ谷区常盤台５０－２
     ９
     045-348-1137  (045-348-1147)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173068,149.4 クオール薬局上星川店〒240-0042 （後発調２）第2063号      平成28年 5月 1日
     保薬149 横浜市保土ケ谷区上星川町３－１
     ５－１ミラ上星川
     045-373-9303  (045-372-3145)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174068,157.7 有限会社みどり薬局 〒240-0033 （後発調２）第2628号      平成29年 4月 1日
     保薬157 横浜市保土ケ谷区境木本町１－２
     ８
     045-741-1783  (045-715-7690)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175068,159.3 有限会社　正井薬局 〒240-0044 （後発調２）第1611号      平成28年 4月 1日
     保薬159 横浜市保土ケ谷区仏向町２５６－
     ４
     045-336-4556  (045-336-4556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176068,164.3 みねさわ薬局 〒240-0061 （後発調２）第2647号      平成29年 4月 1日
     保薬164 横浜市保土ケ谷区峰沢町１０５－
     ７２
     045-342-0178  (045-342-0179)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177068,165.0 京町薬局新桜ヶ丘店 〒240-0036 （後発調２）第2129号      平成28年 6月 1日
     保薬165 横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘２－２
     ４－１２
     045-353-0071  (045-353-0071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178068,181.7 あおば薬局 〒240-0026 （後発調２）第3031号      平成30年 2月 1日
     保薬181 横浜市保土ケ谷区権太坂２－２５
     －２ボンマルシェビル
     045-742-5161  (045-742-5161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  179068,182.5 薬樹薬局　狩場 〒240-0025 （後発調２）第2275号      平成28年 8月 1日
     保薬182 横浜市保土ケ谷区狩場町２１８－
     ８
     045-730-5377  (045-730-5378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    134

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  180068,184.1 田辺薬局　横浜星川店〒240-0006 （後発調２）第2064号      平成28年 5月 1日
     保薬184 横浜市保土ケ谷区星川１－１－２
     045-340-1887  (045-340-1888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181068,196.5 あおぞら薬局 〒240-0003 （後発調２）第2335号      平成28年 9月 1日
     保薬196 横浜市保土ケ谷区天王町１－１９
     －３
     045-453-8105  (045-453-8106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182068,197.3 みらい薬局　和田町店〒240-0065 （後発調２）第1813号      平成28年 4月 1日
     保薬197 横浜市保土ケ谷区和田１－１１－
     １７コートリーハウス横浜和田町
     １Ｆ
     045-442-3781  (045-442-3782)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183068,199.9 加藤薬局　上星川店 〒240-0042 （後発調２）第1886号      平成28年 4月 1日
     保薬199 横浜市保土ケ谷区上星川１－１－
     １７　上星川ダイカンプラザ１０
     ３
     045-442-6527  (045-442-6528)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184068,206.2 すばる中央薬局星川店〒240-0006 （後発調２）第2968号      平成30年 1月 1日
     保薬206 横浜市保土ケ谷区星川２－３－２
     ２みゆきコーポ１０１
     045-333-1880  (045-333-1881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185068,207.0 かもめ薬局　横浜調剤〒240-0003 （後発調２）第2789号      平成29年 8月 1日
     保薬207 センター 横浜市保土ケ谷区天王町２－４２
     －１３天王町ビーンズマンション
     １Ｆ
     045-459-5020  (045-459-5021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186068,208.8 うさぎ薬局　西谷店 〒240-0052 （後発調２）第2130号      平成28年 6月 1日
     保薬208 横浜市保土ヶ谷区西谷町１０５５
     －１吉田ビル２Ｆ
     045-461-9918  (045-461-9919)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187068,209.6 ローズ調剤薬局 〒240-0066 （後発調２）第1574号      平成28年 4月 1日
     保薬209 横浜市保土ケ谷区釜台町４７－１
     ５ラ・メゾンアイ１０３
     045-459-5379  (045-459-5395)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188070,018.7 有限会社　だるま薬局〒235-0023 （後発調２）第2131号      平成28年 6月 1日
     磯薬18 横浜市磯子区森１－１６－１７
     045-751-5727  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    135

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  189070,082.3 ことぶき薬局 〒235-0045 （後発調２）第2969号      平成30年 1月 1日
     磯薬82 横浜市磯子区洋光台１－６－３０
     045-832-8993  (045-832-8994)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190070,091.4 ミヤザキ薬局 〒235-0005 （後発調２）第2790号      平成29年 8月 1日
     磯薬91 横浜市磯子区東町１０－１０
     045-761-2257  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191074,005.0 オレンジ薬局 〒235-0045 （後発調２）第1748号      平成28年 4月 1日
     磯薬4005 横浜市磯子区洋光台６－２０－４
     045-833-3125  (045-833-3126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192074,009.2 こころ薬局　磯子店 〒235-0011 （後発調２）第1575号      平成28年 4月 1日
     磯薬4009 横浜市磯子区丸山１－５－７ヴィ
     ラ・デル・ソーレ圓山１Ｆ－１０
     １
     045-753-7065  (045-753-7065)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193074,013.4 コスモ薬局　新杉田店〒235-0032 （後発調２）第3032号      平成30年 2月 1日
     磯薬4013 横浜市磯子区新杉田町８－８　ハ
     マシップ２Ｆ２号室
     045-353-8901  (045-353-8902)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194074,015.9 ハックドラッグ洋光台〒235-0045 （後発調２）第2587号      平成29年 3月 1日
     磯薬4015 調剤薬局Ⅱ 横浜市磯子区洋光台３－１－１　
     ショップ２７　２Ｆ
     045-830-5589  (045-830-5590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195074,016.7 ハックドラッグ杉田調〒235-0033 （後発調２）第3102号      平成30年 3月 1日
     磯薬4016 剤薬局 横浜市磯子区杉田１－１４－９
     045-774-4572  (045-774-4549)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196074,019.1 ハックドラッグ根岸駅〒235-0005 （後発調２）第2648号      平成29年 4月 1日
     磯薬4019 前薬局 横浜市磯子区東町１７－３０
     045-762-1891  (045-762-1892)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197074,023.3 ハックドラッグ横浜杉〒235-0033 （後発調２）第2715号      平成29年 6月 1日
     磯薬4023 田薬局 横浜市磯子区杉田１－１５－２６
     045-772-7201  (045-772-7202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198074,024.1 さくらんぼ薬局 〒235-0016 （後発調２）第2678号      平成29年 3月 1日
     磯薬4024 横浜市磯子区磯子２－１４－１０
     045-755-2826  (045-755-2872)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    136

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  199074,025.8 ひまわり薬局 〒235-0016 （後発調２）第2779号      平成29年 6月 1日
     磯薬4025 横浜市磯子区磯子３－１３－Ｋ－
     １Ｆ
     045-349-5736  (045-349-5737)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200074,029.0 森が丘薬局 〒235-0024 （後発調２）第3159号      平成30年 2月 1日
     磯薬4029 横浜市磯子区森が丘１－１３－１
     ２
     045-846-0806  (045-846-0816)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201078,108.8 神仙堂薬局 〒235-0033 （後発調２）第1815号      平成28年 4月 1日
     磯薬108 横浜市磯子区杉田２－１－７
     045-774-7558  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202078,116.1 すみれ堂薬局 〒235-0007 （後発調２）第2105号      平成28年 6月 1日
     磯薬116 横浜市磯子区西町７－９
     045-752-0058  (045-752-0058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203078,117.9 汐見台薬局 〒235-0022 （後発調２）第2192号      平成28年 7月 1日
     磯薬117 横浜市磯子区汐見台１－６
     045-761-2217  (045-761-2217)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204078,132.8 ふれあい調剤薬局　磯〒235-0034 （後発調２）第2175号      平成28年 7月 1日
     磯薬132 子店 横浜市磯子区杉田坪呑磯子杉田台
     団地２－３－１０３
     045-778-3177  (045-778-3178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205078,133.6 シナモン薬局 〒235-0021 （後発調２）第1576号      平成28年 4月 1日
     磯薬133 横浜市磯子区岡村７－２４－２１
     045-752-5091  (045-752-5091)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206078,141.9 磯子センター薬局 〒235-0045 （後発調２）第2523号      平成29年 2月 1日
     磯薬141 横浜市磯子区洋光台１－１５－７
     045-833-9318  (045-355-0213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207078,149.2 薬局ナチュラル・メデ〒235-0023 （後発調２）第2848号      平成29年10月 1日
     磯薬149 ィクス 横浜市磯子区森１－７－１０　ト
     ワイシア横浜磯子３０８
     045-753-3951  (045-753-3952)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208078,150.0 ひとみ薬局　新杉田店〒235-0032 （後発調２）第2193号      平成28年 7月 1日
     磯薬150 横浜市磯子区新杉田町８－１　シ
     ーサイドライン新杉田駅コンコー
     ス３Ｆ
     045-370-7207  (045-370-7217)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    137

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  209078,151.8 日本調剤　根岸薬局 〒235-0005 （後発調２）第1979号      平成28年 4月 1日
     磯薬151 横浜市磯子区東町１５－３２モン
     ビル横浜根岸１０３
     045-750-1325  (045-750-1326)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210078,152.6 かいと調剤薬局 〒235-0045 （後発調２）第1888号      平成28年 4月 1日
     磯薬152 横浜市磯子区洋光台６－７－２３
     塩沢ハイツ１０１
     045-832-6555  (045-832-6555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211078,153.4 たんぽぽ薬局　杉田店〒235-0033 （後発調２）第3103号      平成30年 3月 1日
     磯薬153 横浜市磯子区杉田５－７－７ライ
     フコート杉田２０４
     045-770-5805  (045-770-5806)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212080,059.9 金沢区三師会立調剤薬〒236-0015 （後発調２）第1707号      平成28年 4月 1日
     金薬59 局 横浜市金沢区金沢町４８
     045-782-8785  (045-783-6740)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213080,072.2 ゆたか薬局金沢文庫店〒236-0021 （後発調２）第2336号      平成28年 9月 1日
     金薬72 横浜市金沢区泥亀１－１８－１４
     045-784-7677  (045-788-1008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214080,094.6 むつうら薬局 〒236-0038 （後発調２）第1816号      平成28年 4月 1日
     金薬94 横浜市金沢区六浦南２－８－１２
     045-788-8855  (045-786-0098)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215084,001.7 日本調剤　金沢文庫薬〒236-0021 （後発調２）第1980号      平成28年 4月 1日
     金薬4001 局 横浜市金沢区泥亀２－１１－１峯
     尾ビル１Ｆ
     045-780-5010  (045-780-5013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216084,004.1 クリエイト薬局金沢柴〒236-0012 （後発調２）第2849号      平成29年10月 1日
     金薬4004 町店 横浜市金沢区柴町３０３－３
     045-780-3822  (045-780-3823)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217084,011.6 東朝比奈薬局 〒236-0033 （後発調２）第3104号      平成30年 3月 1日
     金薬4011 横浜市金沢区東朝比奈２－２０－
     ７
     045-789-0711  (045-789-0739)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218084,016.5 ハックドラッグビアレ〒236-0005 （後発調２）第2481号      平成29年 1月 1日
     金薬4016 ヨコハマ薬局 横浜市金沢区並木２－１３－１　
     ビアレ横浜１Ｆ
     045-786-1091  (045-786-1096)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    138

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  219084,017.3 ひまわり薬局 〒236-0052 （後発調２）第2524号      平成29年 2月 1日
     金薬4017 横浜市金沢区富岡西７－１９－１
     ０
     045-771-0117  (045-771-0118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220084,019.9 日本調剤　六浦薬局 〒236-0037 （後発調２）第2649号      平成29年 4月 1日
     金薬4019 横浜市金沢区六浦東１－２２－２
     ４
     045-790-5033  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221084,020.7 大道ハーバー薬局 〒236-0035 （後発調２）第2577号      平成29年 1月 1日
     金薬4020 横浜市金沢区大道１－４７－９－
     １Ｆ
     045-370-9913  (045-370-9914)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222084,024.9 ひかり薬局　六浦店 〒236-0031 （後発調２）第3105号      平成30年 3月 1日
     金薬4024 横浜市金沢区六浦５－１－３
     045-780-1051  (045-780-1052)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223088,121.9 薬局サンライト 〒236-0051 （後発調２）第2791号      平成29年 8月 1日
     金薬121 横浜市金沢区富岡東５－２１－５
     堀ビル１階
     045-775-0616  (045-775-3316)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224088,124.3 おおはら薬局 〒236-0038 （後発調２）第1577号      平成28年 4月 1日
     金薬124 横浜市金沢区六浦南２－４２－２
     １
     045-788-6953  (045-788-6953)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225088,137.5 なぎさ薬局 〒236-0005 （後発調２）第2850号      平成29年10月 1日
     金薬137 横浜市金沢区並木２－３－３－１
     ０２
     045-785-5728  (045-367-9028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226088,145.8 カマリヤ薬局 〒236-0042 （後発調２）第2132号      平成28年 6月 1日
     金薬145 横浜市金沢区釜利谷東２－６－１
     ８　武田ビル１階
     045-790-6871  (045-790-9854)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227088,148.2 薬樹薬局　富岡 〒236-0051 （後発調２）第2424号      平成28年11月 1日
     金薬148 横浜市金沢区富岡東５－１８－１
     長谷川メディカルプラザ富岡１Ｆ
     045-778-7851  (045-778-7852)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    139

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  228088,172.2 椿薬局 〒236-0052 （後発調２）第1889号      平成28年 4月 1日
     金薬172 横浜市金沢区富岡西１－３４－２
     －１０１
     045-774-0204  (045-774-0204)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229088,175.5 ひばり薬局　六浦店 〒236-0038 （後発調２）第2928号      平成29年12月 1日
     金薬175 横浜市金沢区六浦南２－８－５　
     神田ビル１Ｆ
     045-785-5005  (045-785-5055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230088,178.9 みなも薬局 〒236-0031 （後発調２）第2103号      平成28年 4月 1日
     金薬178 横浜市金沢区六浦１－１－６　ヴ
     ランニュー金沢八景１０１
     045-701-3758  (045-308-6061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231088,187.0 わかし薬局 〒236-0042 （後発調２）第1890号      平成28年 4月 1日
     金薬187 横浜市金沢区釜利谷東６－４０－
     ３７釜利谷ハイツ１号
     045-781-6125  (045-782-6615)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232088,188.8 わかし薬局　富岡店 〒236-0052 （後発調２）第1891号      平成28年 4月 1日
     金薬188 横浜市金沢区富岡西４－７８－３
     １
     045-353-5725  (045-353-5725)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233088,189.6 さくら薬局　横浜六浦〒236-0037 （後発調２）第3106号      平成30年 3月 1日
     金薬189 店 横浜市金沢区六浦東１－２０－２
     ３
     045-790-8621  (045-790-8622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234088,203.5 なみき薬局 〒236-0005 （後発調２）第1749号      平成28年 4月 1日
     金薬203 横浜市金沢区並木２－８－２
     045-374-5520  (045-374-5521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235088,205.0 薬樹薬局　富岡２号店〒236-0051 （後発調２）第2589号      平成29年 3月 1日
     金薬205 横浜市金沢区富岡東５－２１－７
     045-778-1025  (045-778-1026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236090,185.0 薬樹薬局　大倉山 〒222-0037 （後発調２）第2425号      平成28年11月 1日
     港薬185 横浜市港北区大倉山３－８－２８
     045-546-9278  (045-546-7330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237094,000.7 日本調剤　慶應日吉薬〒223-8526 （後発調２）第1981号      平成28年 4月 1日
     港薬4000 局 横浜市港北区日吉４－１－１慶應
     義塾日吉キャンパス協生館１Ｆ
     045-566-2378  (045-566-2379)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    140

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  238094,001.5 ドリーム薬局　新横浜〒222-0026 （後発調２）第1817号      平成28年 4月 1日
     港薬4001 店 横浜市港北区篠原町３０１４－２
     加祥ビル２Ｆ
     045-834-7046  (045-834-7047)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239094,003.1 ローソンクオール薬局〒222-0033 （後発調２）第2482号      平成29年 1月 1日
     港薬4003 港北新横浜二丁目店 横浜市港北区新横浜２－５－１１
     045-620-7233  (045-474-0023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240094,005.6 そうごう薬局　高田駅〒223-0065 （後発調２）第2483号      平成29年 1月 1日
     港薬4005 前店 横浜市港北区高田東３－１－８
     045-716-8411  (045-716-8412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241094,006.4 ウグイス薬局 〒223-0057 （後発調２）第1673号      平成28年 4月 1日
     港薬4006 横浜市港北区新羽町２０７９
     045-710-0551  (045-710-0552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242094,011.4 フタバ薬局　菊名店 〒222-0021 （後発調２）第2133号      平成28年 6月 1日
     港薬4011 横浜市港北区篠原北２－４－５ウ
     エストーレ丸菱ビル１Ｆ　店舗Ｂ
     045-717-7457  (045-717-7458)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243094,014.8 高田ファミリー薬局 〒223-0065 （後発調２）第2651号      平成29年 4月 1日
     港薬4014 横浜市港北区高田東３－１０－６
     045-633-4807  (045-633-4814)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244094,022.1 サンドラッグ樽町リリ〒222-0001 （後発調２）第2453号      平成28年12月 1日
     港薬4022 ア薬局 横浜市港北区樽町３－６－４４
     045-544-2973  (045-533-1137)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245094,025.4 みどり薬局 〒222-0033 （後発調２）第3107号      平成30年 3月 1日
     港薬4025 横浜市港北区新横浜３－２０－３
     　リバサイドビル１Ｆ
     045-470-6182  (045-470-6181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246094,029.6 ハックドラッグ綱島薬〒223-0053 （後発調２）第2525号      平成29年 2月 1日
     港薬4029 局 横浜市港北区綱島西２－１３－２
     ３
     045-541-9087  (045-541-9088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247094,031.2 ハックドラッグ綱島駅〒223-0053 （後発調２）第2590号      平成29年 3月 1日
     港薬4031 前薬局 横浜市港北区綱島西１－６－６　
     アーバンシュロス綱島１Ｆ
     045-540-0895  (045-540-0896)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    141

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  248094,033.8 日本調剤大倉山薬局 〒222-0037 （後発調２）第2746号      平成29年 7月 1日
     港薬4033 横浜市港北区大倉山３－１－３　
     ポルテーゼ１－Ｂ
     045-541-4499  (045-541-4544)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  249094,034.6 日本調剤きしね薬局 〒222-0026 （後発調２）第2792号      平成29年 8月 1日
     港薬4034 横浜市港北区篠原町１１２９－１
     045-430-4337  (045-430-4338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250094,035.3 アイランド薬局横浜下〒223-0064 （後発調２）第2578号      平成29年 1月 1日
     港薬4035 田店 横浜市港北区下田町２－７－９
     045-560-4189  (045-560-4190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251094,036.1 きらり薬局　横浜日吉〒223-0061 （後発調２）第2713号      平成29年 4月 1日
     港薬4036 店 横浜市港北区日吉５－６－２０　
     ニックアーバンハイム日吉１０１
     045-562-3861  (045-562-6099)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252094,038.7 ハックドラッグ綱島駅〒223-0052 （後発調２）第2851号      平成29年10月 1日
     港薬4038 東口薬局 横浜市港北区綱島東１－５－１７
     045-533-3216  (045-533-3217)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253094,045.2 ウイン調剤くにざき薬〒223-0051 （後発調２）第2882号      平成29年10月 1日
     港薬4045 局 横浜市港北区箕輪町２－１５－２
     ２　ピアタウン日吉１Ｆ
     045-566-2381  (045-566-2382)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254094,046.0 サエラ薬局　高田駅前〒223-0065 （後発調２）第3016号      平成30年 1月 1日
     港薬4046 店 横浜市港北区高田東４－２３－４
     045-540-7522  (045-540-7523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255094,048.6 あけぼの薬局大倉山店〒222-0003 （後発調２）第3017号      平成30年 1月 1日
     港薬4048 横浜市港北区大曽根１－１６－５
     045-533-1153  (045-533-1154)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256094,049.4 薬局ホームケアファー〒222-0026 （後発調２）第3160号      平成30年 2月 1日
     港薬4049 マシー新横浜店 横浜市港北区篠原町１０３４－５
     045-430-3071  (045-430-3073)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257098,198.5 株式会社　横浜菊名薬〒222-0011 （後発調２）第1708号      平成28年 4月 1日
     港薬198 局 横浜市港北区菊名４－３－４６
     045-401-2622  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258098,237.1 たる薬局 〒222-0001 （後発調２）第1578号      平成28年 4月 1日
     港薬237 横浜市港北区樽町２－６－４０Ｔ
     －ＰＬＡＴＺ
     045-533-6177  (045-533-6178)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    142

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  259098,254.6 田辺薬局　妙蓮寺駅店〒222-0023 （後発調２）第1894号      平成28年 4月 1日
     港薬254 横浜市港北区仲手原２－２１－９
     045-439-7950  (045-439-7951)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260098,255.3 日本調剤　港北薬局 〒222-0033 （後発調２）第1982号      平成28年 4月 1日
     港薬255 横浜市港北区新横浜２－１４－６
     045-478-1651  (045-471-8631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261098,267.8 クルーズ薬局　新羽店〒223-0057 （後発調２）第2970号      平成30年 1月 1日
     港薬267 横浜市港北区新羽町１６８５
     045-549-5650  (045-549-5651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262098,273.6 れんげ薬局 〒223-0065 （後発調２）第1709号      平成28年 4月 1日
     港薬273 横浜市港北区高田東３－２－３綱
     島ダイヤモンドパレス
     045-540-6665  (045-540-6668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263098,274.4 綱島調剤薬局 〒223-0053 （後発調２）第2852号      平成29年10月 1日
     港薬274 横浜市港北区綱島西２－１６－１
     ９
     045-541-2065  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264098,276.9 アクア薬局 〒222-0001 （後発調２）第2279号      平成28年 8月 1日
     港薬276 横浜市港北区樽町１－２４－７
     045-540-7715  (045-540-7716)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265098,282.7 平安薬局 〒222-0033 （後発調２）第1895号      平成28年 4月 1日
     港薬282 横浜市港北区新横浜１－１１－５
     045-470-5635  (045-470-5636)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  266098,299.1 イオン薬局横浜新吉田〒223-0058 （後発調２）第3033号      平成30年 2月 1日
     港薬299 店 横浜市港北区新吉田東８－４９－
     １
     045-548-2185  (045-534-1063)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  267098,304.9 薬樹薬局　綱島 〒223-0052 （後発調２）第2426号      平成28年11月 1日
     港薬304 横浜市港北区綱島東２－８－１－
     １Ｆ
     045-540-7002  (045-540-7003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268098,314.8 さくら薬局　横浜大倉〒222-0037 （後発調２）第2195号      平成28年 7月 1日
     港薬314 山店 横浜市港北区大倉山３－４３－１
     045-531-0465  (045-547-1854)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269098,325.4 カメイ調剤薬局　港北〒223-0064 （後発調２）第2591号      平成29年 3月 1日
     港薬325 店 横浜市港北区下田町２－７－８
     045-566-8220  (045-564-3532)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    143

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  270098,326.2 みらい薬局　綱島店 〒223-0053 （後発調２）第2065号      平成28年 5月 1日
     港薬326 横浜市港北区綱島西１－８－１２
     　第２長正ビル１Ｆ
     045-718-6058  (045-718-6059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271098,330.4 日本調剤　下田町薬局〒223-0064 （後発調２）第1983号      平成28年 4月 1日
     港薬330 横浜市港北区下田町２－７－１０
     045-566-7617  (045-566-7618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272098,331.2 南山堂薬局　港北店 〒223-0064 （後発調２）第2066号      平成28年 5月 1日
     港薬331 横浜市港北区下田町２－７－１１
     045-620-3841  (045-620-3842)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273098,335.3 日本調剤　綱島西薬局〒223-0053 （後発調２）第1984号      平成28年 4月 1日
     港薬335 横浜市港北区綱島西２－１２－１
     ０サンモール綱島１Ｆ
     045-540-6170  (045-540-6172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274098,344.5 かもめ薬局　菊名店 〒222-0021 （後発調２）第1710号      平成28年 4月 1日
     港薬344 横浜市港北区篠原北１－３－３６
     045-439-5826  (045-439-5879)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  275098,350.2 下田薬局 〒223-0064 （後発調２）第2823号      平成29年 9月 1日
     港薬350 横浜市港北区下田町２－９－１０
     045-560-0571  (045-560-0572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  276100,127.0 日本調剤東戸塚調剤薬〒244-0801 （後発調２）第2526号      平成29年 2月 1日
     戸薬127 局 横浜市戸塚区品濃町５３５－２中
     央街区Ｄ棟３階
     045-825-2123  (045-825-2125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277100,135.3 訪問薬局　ケアプラン〒244-0804 （後発調２）第1674号      平成28年 4月 1日
     戸薬135 　オープンズ大地 横浜市戸塚区前田町５０３－２４
     045-438-8002  (045-822-8565)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  278100,136.1 ユニオン薬局 〒245-0067 （後発調２）第2688号      平成29年 5月 1日
     戸薬136 横浜市戸塚区深谷町２３８
     045-851-8501  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279100,142.9 横浜東戸塚調剤薬局 〒244-0801 （後発調２）第1711号      平成28年 4月 1日
     戸薬142 横浜市戸塚区品濃町５５０－３
     045-824-4751  (045-824-4790)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280100,145.2 日本調剤　戸塚薬局 〒245-0062 （後発調２）第1986号      平成28年 4月 1日
     戸薬145 横浜市戸塚区汲沢町５５
     045-862-4131  (045-862-4825)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    144

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  281104,002.1 日本調剤大正薬局 〒245-0063 （後発調２）第1988号      平成28年 4月 1日
     戸薬4002 横浜市戸塚区原宿４－１６－１
     045-858-5611  (045-858-5612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282104,004.7 みらい薬局下倉田店 〒244-0815 （後発調２）第1818号      平成28年 4月 1日
     戸薬4004 横浜市戸塚区下倉田町７２
     045-862-0611  (045-862-0611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283104,005.4 ひばり薬局ラピス２号〒244-0003 （後発調２）第2135号      平成28年 6月 1日
     戸薬4005 店 横浜市戸塚区戸塚町８ラピス戸塚
     ２　２Ｆ
     045-392-8624  (045-392-8674)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284104,006.2 ひだまり薬局 〒244-0003 （後発調２）第2136号      平成28年 6月 1日
     戸薬4006 横浜市戸塚区戸塚町１１６－１５
     045-864-0223  (045-862-2523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285104,008.8 グミサワ調剤薬局 〒245-0062 （後発調２）第2427号      平成28年11月 1日
     戸薬4008 横浜市戸塚区汲沢町１６３－１
     045-443-8885  (045-719-3114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  286104,009.6 みなみ薬局新戸塚店 〒245-0062 （後発調２）第2652号      平成29年 4月 1日
     戸薬4009 横浜市戸塚区汲沢町８０－２
     045-350-4023  (045-350-4024)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  287104,011.2 まごころ薬局戸塚店 〒244-0003 （後発調２）第1751号      平成28年 4月 1日
     戸薬4011 横浜市戸塚区戸塚町４７１０　コ
     ーラルファーム１Ｆ－１
     045-443-8410  (045-443-8410)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288104,014.6 ひかり薬局名瀬店 〒245-0051 （後発調２）第2280号      平成28年 8月 1日
     戸薬4014 横浜市戸塚区名瀬町７６６－３
     045-390-0381  (045-390-0382)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289104,015.3 調剤薬局ツルハドラッ〒244-0003 （後発調２）第3108号      平成30年 3月 1日
     戸薬4015 グ戸塚駅西口店 横浜市戸塚区戸塚町６００５－１
     045-869-1077  (045-869-1077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290104,016.1 ハックドラッグ戸塚薬〒244-0815 （後発調２）第2689号      平成29年 5月 1日
     戸薬4016 局 横浜市戸塚区下倉田町１９０－１
     045-864-5589  (045-862-0943)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291104,017.9 ハックドラッグ戸塚上〒244-0816 （後発調２）第2406号      平成28年 9月 1日
     戸薬4017 倉田薬局 横浜市戸塚区上倉田町４７９－２
     045-869-3191  (045-869-3212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    145

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  292104,020.3 ハックドラッグ東戸塚〒244-0801 （後発調２）第2824号      平成29年 9月 1日
     戸薬4020 アネックス薬局 横浜市戸塚区品濃町５３６－１　
     オーロラモールアネックス６Ｆ
     045-828-1195  (045-828-1185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293104,021.1 ハックドラッグサクラ〒244-0003 （後発調２）第2527号      平成29年 2月 1日
     戸薬4021 ス戸塚薬局 横浜市戸塚区戸塚町４２５３－１
     　サクラス戸塚１Ｆ
     045-869-3589  (045-869-2772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294104,022.9 ハックドラッグ戸塚汲〒245-0061 （後発調２）第2407号      平成28年 9月 1日
     戸薬4022 沢薬局 横浜市戸塚区汲沢１－２－８
     045-869-2091  (045-869-2092)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295104,023.7 ハックドラッグ戸塚区〒244-0003 （後発調２）第2971号      平成30年 1月 1日
     戸薬4023 役所薬局 横浜市戸塚区戸塚町１６－１７
     045-869-6691  (045-869-6692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  296104,026.0 フィットケアエクスプ〒244-0003 （後発調２）第2593号      平成29年 3月 1日
     戸薬4026 レス旭町通店薬局 横浜市戸塚区戸塚町１１６－３８
     　戸塚ガーデンプラザ１０１
     045-865-5913  (045-865-5914)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297104,028.6 まめの木　薬局 〒244-0003 （後発調２）第2825号      平成29年 9月 1日
     戸薬4028 横浜市戸塚区戸塚町１５７－１５
     　フタバビル１Ｆ１０２
     045-443-6940  (045-443-6950)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298104,029.4 おひさま薬局 〒244-0815 （後発調２）第2780号      平成29年 6月 1日
     戸薬4029 横浜市戸塚区下倉田町１８６９－
     １
     045-392-3714  (045-392-3515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299104,030.2 徳永薬局　戸塚店 〒244-0003 （後発調２）第2972号      平成30年 1月 1日
     戸薬4030 横浜市戸塚区戸塚町９９　ポルテ
     さくら１Ｆ　１０１
     045-382-9113  (045-382-9114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300104,031.0 あけぼの薬局戸塚店 〒244-0802 （後発調２）第3018号      平成30年 1月 1日
     戸薬4031 横浜市戸塚区平戸２－７－８
     045-820-6461  (045-820-6462)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  301108,151.2 仁天堂薬局　本店 〒244-0003 （後発調２）第2629号      平成29年 4月 1日
     戸薬151 横浜市戸塚区戸塚町５５
     045-862-1211  (045-864-5299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    146

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  302108,166.0 ひばり薬局 〒244-0816 （後発調２）第2890号      平成29年11月 1日
     戸薬166 横浜市戸塚区上倉田町８８４－１
     045-871-1500  (045-871-1515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303108,170.2 サツキ薬局吉田町店 〒244-0817 （後発調２）第1712号      平成28年 4月 1日
     戸薬170 横浜市戸塚区吉田町５８２－３
     045-862-0709  (045-864-9710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  304108,172.8 ウィング薬局戸塚富士〒245-0051 （後発調２）第2282号      平成28年 8月 1日
     戸薬172 橋店 横浜市戸塚区名瀬町３６－４ＫＭ
     ビル１Ｆ
     045-810-6866  (045-810-6878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305108,173.6 あい薬局 〒244-0002 （後発調２）第2379号      平成28年10月 1日
     戸薬173 横浜市戸塚区矢部町２４０
     045-881-8140  (045-382-9231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306108,175.1 プリモ薬局 〒244-0003 （後発調２）第1614号      平成28年 4月 1日
     戸薬175 横浜市戸塚区戸塚町２８１０－８
     045-870-5751  (045-870-5752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307108,177.7 とまと薬局 〒244-0803 （後発調２）第2283号      平成28年 8月 1日
     戸薬177 横浜市戸塚区平戸町１２１２－６
     ２
     045-820-3193  (045-820-3192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308108,181.9 有限会社はま薬局戸塚〒244-0003 （後発調２）第1615号      平成28年 4月 1日
     戸薬181 店 横浜市戸塚区戸塚町３００２
     045-864-2233  (045-864-2233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309108,182.7 薬樹薬局　上倉田 〒244-0816 （後発調２）第3034号      平成30年 2月 1日
     戸薬182 横浜市戸塚区上倉田町４４７－１
     プラージュ戸塚１Ｆ１０２
     045-865-3211  (045-865-3233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310108,183.5 すばる中央薬局戸塚店〒244-0003 （後発調２）第2716号      平成29年 6月 1日
     戸薬183 横浜市戸塚区戸塚町５６５－１６
     045-869-5881  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311108,185.0 日本調剤　南戸塚薬局〒244-0003 （後発調２）第1989号      平成28年 4月 1日
     戸薬185 横浜市戸塚区戸塚町４２５－１
     045-869-3961  (045-871-4571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  312108,196.7 フロンティア薬局舞岡〒244-0813 （後発調２）第1899号      平成28年 4月 1日
     戸薬196 店 横浜市戸塚区舞岡町３４３０－４
     045-828-1901  (045-828-1902)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    147

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  313108,197.5 ちひろ薬局 〒244-0802 （後発調２）第1579号      平成28年 4月 1日
     戸薬197 横浜市戸塚区平戸２－３０－１０
     045-820-6101  (045-820-6102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  314108,201.5 仁天堂薬局　西口店 〒244-0003 （後発調２）第2630号      平成29年 4月 1日
     戸薬201 横浜市戸塚区戸塚町４１１７－１
     045-479-8118  (045-479-8118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315108,204.9 オリーブ薬局 〒244-0817 （後発調２）第2530号      平成29年 2月 1日
     戸薬204 横浜市戸塚区吉田町９４４－５
     045-860-0189  (045-860-0193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316108,208.0 なの花薬局　品濃町店〒244-0801 （後発調２）第2068号      平成28年 5月 1日
     戸薬208 横浜市戸塚区品濃町５２２－５
     045-828-5166  (045-828-5167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317108,212.2 すずらん薬局　下倉田〒244-0815 （後発調２）第2793号      平成29年 8月 1日
     戸薬212 店 横浜市戸塚区下倉田町９４５
     045-869-3626  (045-869-3627)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318108,213.0 わかば薬局 〒244-0813 （後発調２）第1820号      平成28年 4月 1日
     戸薬213 横浜市戸塚区舞岡町２９－１５
     045-821-6660  (045-821-6660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319108,214.8 紀久薬局 〒244-0003 （後発調２）第1713号      平成28年 4月 1日
     戸薬214 横浜市戸塚区戸塚町６００１－５
     045-881-0016  (045-881-1051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320108,219.7 日本調剤　戸塚原宿薬〒245-0063 （後発調２）第1990号      平成28年 4月 1日
     戸薬219 局 横浜市戸塚区原宿４－１５－７栗
     田ビル１Ｆ
     045-858-3150  (045-853-0377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  321108,221.3 カトウ薬局　東口店 〒244-0002 （後発調２）第2249号      平成28年 8月 1日
     戸薬221 横浜市戸塚区矢部町１７
     045-392-6168  (045-392-6178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322108,223.9 橋爪薬局 〒244-0003 （後発調２）第2070号      平成28年 5月 1日
     戸薬223 横浜市戸塚区戸塚町１４２
     045-864-1644  (045-864-1844)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323108,225.4 紀久薬局　原宿店 〒245-0063 （後発調２）第1714号      平成28年 4月 1日
     戸薬225 横浜市戸塚区原宿５－３３－６
     045-827-3826  (045-827-3826)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    148

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  324108,227.0 フラム薬局　戸塚 〒244-0816 （後発調２）第3035号      平成30年 2月 1日
     戸薬227 横浜市戸塚区上倉田町４８１－１
     045-392-8581  (045-864-8562)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  325108,228.8 クリエイト薬局　戸塚〒245-0066 （後発調２）第3109号      平成30年 3月 1日
     戸薬228 俣野店 横浜市戸塚区俣野町１４０４－５
     045-858-1371  (045-858-1372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  326108,229.6 ひばり薬局　戸塚東口〒244-0816 （後発調２）第2891号      平成29年11月 1日
     戸薬229 店 横浜市戸塚区上倉田町４９８－１
     １　第５吉本ビル１－Ａ
     045-869-5185  (045-869-5186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327108,230.4 ひばり薬局　戸塚西口〒244-0003 （後発調２）第2071号      平成28年 5月 1日
     戸薬230 店 横浜市戸塚区戸塚町６００５－３
     　アスクレピオス１０２
     045-382-9735  (045-382-9745)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328108,231.2 ハートフル薬局 〒244-0003 （後発調２）第2069号      平成28年 5月 1日
     戸薬231 横浜市戸塚区戸塚町１１８－１４
     　栄ビル１Ｆ１０１号室
     045-869-6325  (045-869-6326)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  329108,237.9 いずみ薬局　東戸塚店〒245-0052 （後発調２）第2486号      平成29年 1月 1日
     戸薬237 横浜市戸塚区秋葉町２８１－９
     045-443-5165  (045-443-5167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330108,242.9 クリエイト薬局戸塚原〒245-0063 （後発調２）第2653号      平成29年 4月 1日
     戸薬242 宿店 横浜市戸塚区原宿３－１４－１１
     045-858-2515  (045-858-2516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331108,245.2 はるかぜ薬局 〒244-0817 （後発調２）第2284号      平成28年 8月 1日
     戸薬245 横浜市戸塚区吉田町９３０－１
     045-869-0777  (045-869-0776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332108,248.6 あけぼの薬局　舞岡店〒244-0813 （後発調２）第2338号      平成28年 9月 1日
     戸薬248 横浜市戸塚区舞岡町３４１０
     045-489-3551  (045-489-3552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  333108,250.2 さくらんぼ薬局 〒244-0003 （後発調２）第2250号      平成28年 8月 1日
     戸薬250 横浜市戸塚区戸塚町３８８４－１
     045-881-9901  (045-881-9902)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334114,000.3 ファーマみらい長柄薬〒240-0113 （後発調２）第2196号      平成28年 7月 1日
     三浦薬4000 局 三浦郡葉山町長柄８５４－１
     046-884-9651  (046-884-9652)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    149

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  335120,026.0 有限会社　ヨロズ薬局〒253-0111 （後発調２）第1580号      平成28年 4月 1日
     高座薬26 高座郡寒川町一之宮９－１－１７
     0467-75-0059  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  336124,000.1 大信薬局寒川店 〒253-0111 （後発調２）第3036号      平成30年 2月 1日
     高座薬4000 高座郡寒川町一之宮１－３－４
     0467-73-0476  (0467-73-0476)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337124,003.5 スギ薬局寒川店 〒253-0105 （後発調２）第2285号      平成28年 8月 1日
     高座薬4003 高座郡寒川町岡田５－１７－３ア
     メリア寒川ショッピングセンター
     Ａ棟
     0467-38-4520  (0467-38-4521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338124,005.0 ふくにし薬局寒川駅前〒253-0111 （後発調２）第2962号      平成29年11月 1日
     高座薬4005 店 高座郡寒川町一之宮１－９－３
     0467-81-4642  (0467-81-4643)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339128,032.0 すいせん薬局 〒253-0106 （後発調２）第1822号      平成28年 4月 1日
     高座薬32 高座郡寒川町宮山３２４２－２
     0467-75-5111  (0467-75-5111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340128,037.9 湘南薬局 〒253-0105 （後発調２）第1992号      平成28年 4月 1日
     高座薬37 高座郡寒川町岡田５－５－８
     0467-74-3255  (0467-74-3251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341128,038.7 ウエルシア薬局　寒川〒253-0113 （後発調２）第2327号      平成28年 9月 1日
     高座薬38 大曲店 高座郡寒川町大曲３－１－１２
     0467-72-2012  (0467-72-2013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342128,039.5 すみれ調剤薬局 〒253-0105 （後発調２）第1752号      平成28年 4月 1日
     高座薬39 高座郡寒川町岡田３－９－５９
     0467-74-3780  (0467-74-3893)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  343128,044.5 クリエイト薬局新寒川〒253-0101 （後発調２）第2929号      平成29年12月 1日
     高座薬44 倉見店 高座郡寒川町倉見６７９－１
     0467-72-5723  (0467-72-5724)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344130,023.5 有限会社おのうえ薬局〒259-0123 （後発調２）第2138号      平成28年 6月 1日
     中郡薬23 中郡二宮町二宮２３２
     0463-72-2269  (0463-72-6482)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345130,033.4 アミー薬局 〒259-0131 （後発調２）第1715号      平成28年 4月 1日
     中郡薬33 中郡二宮町中里９８８－２
     0463-73-2913  (0463-72-2611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    150

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  346134,004.1 ことぶきや薬局 〒259-0112 （後発調２）第2880号      平成29年 8月16日
     中郡薬4004 中郡大磯町国府新宿１０４－６
     0463-71-1150  (0463-71-7891)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347138,047.6 たるもと薬局 〒255-0003 （後発調２）第3110号      平成30年 3月 1日
     中郡薬47 中郡大磯町大磯１６５４－８
     0463-61-2284  (0463-61-1187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348138,051.8 シオンドラッグ　大磯〒259-0114 （後発調２）第2455号      平成28年12月 1日
     中郡薬51 国府薬局 中郡大磯町月京３－２５
     0463-72-5598  (0463-72-5616)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349138,053.4 すみれ調剤薬局　大磯〒259-0112 （後発調２）第1823号      平成28年 4月 1日
     中郡薬53 店 中郡大磯町国府新宿３９９－６
     0463-70-6566  (0463-70-6567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350138,058.3 にこにこ薬局 〒259-0131 （後発調２）第1824号      平成28年 4月 1日
     中郡薬58 中郡二宮町中里１３０３－１
     0463-73-0740  (0463-73-0740)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351138,061.7 新成堂薬局　大磯店 〒259-0114 （後発調２）第1901号      平成28年 4月 1日
     中郡薬61 中郡大磯町月京３０－７
     0463-75-8582  (0463-75-8583)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  352140,004.3 有限会社木川薬局 〒258-0113 （後発調２）第1716号      平成28年 4月 1日
     足上薬4 足柄上郡山北町山北１９１７
     0465-75-0123  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353140,021.7 ファーマシーくすりば〒258-0003 （後発調２）第2748号      平成29年 7月 1日
     足上薬21 こ 足柄上郡松田町松田惣領１３７５
     －１
     0465-82-4109  (0465-83-6947)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354140,024.1 ファーマシー未来堂 〒258-0019 （後発調２）第1753号      平成28年 4月 1日
     足上薬24 足柄上郡大井町金子１３７６－１
     0465-82-5890  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355140,026.6 わかば薬局 〒258-0021 （後発調２）第2973号      平成30年 1月 1日
     足上薬26 足柄上郡開成町吉田島３２４４
     0465-83-2441  (0465-83-2299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  356144,000.7 なごみ薬局 〒258-0003 （後発調２）第1717号      平成28年 4月 1日
     足上薬4000 足柄上郡松田町松田惣領１２６２
     －２
     0465-46-7388  (0465-46-7389)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    151

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  357144,001.5 ひまわり薬局 〒258-0113 （後発調２）第2594号      平成29年 3月 1日
     足上薬4001 足柄上郡山北町山北３２０－１
     0465-76-4885  (0465-76-4869)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358144,004.9 ペンギン薬局 〒258-0021 （後発調２）第1993号      平成28年 4月 1日
     足上薬4004 足柄上郡開成町みなみ１丁目２２
     番地１３
     0465-85-6031  (0465-85-6032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359144,005.6 クローバー薬局 〒258-0021 （後発調２）第1994号      平成28年 4月 1日
     足上薬4005 足柄上郡開成町吉田島４３５２－
     ３
     0465-43-9906  (0465-43-9907)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360144,007.2 おおい薬局 〒258-0019 （後発調２）第1635号      平成28年 4月 1日
     足上薬4007 足柄上郡大井町金子４３
     0465-83-8141  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  361148,028.4 やまぶき薬局 〒258-0115 （後発調２）第1718号      平成28年 4月 1日
     足上薬28 足柄上郡山北町谷ケ１０１８－２
     ０
     0465-77-2340  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362148,047.4 なでしこ薬局 〒258-0003 （後発調２）第1719号      平成28年 4月 1日
     足上薬47 足柄上郡松田町松田惣領２０４４
     0465-84-1200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363148,055.7 さわやか薬局 〒258-0019 （後発調２）第2251号      平成28年 8月 1日
     足上薬55 足柄上郡大井町金子１９２４－２
     0465-83-5071  (0465-83-5071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  364148,056.5 コスモス薬局 〒258-0113 （後発調２）第1675号      平成28年 4月 1日
     足上薬56 足柄上郡山北町山北７１１－３８
     0465-79-1512  (0465-79-1513)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  365148,062.3 薬局　日本メディカル〒258-0003 （後発調２）第1995号      平成28年 4月 1日
     足上薬62 足柄上郡松田町松田惣領１０３０
     －１
     0465-46-8951  (0465-46-8952)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366148,063.1 なかいまち薬局 〒259-0151 （後発調２）第1582号      平成28年 4月 1日
     足上薬63 足柄上郡中井町井ノ口１８７６－
     １
     0465-20-3942  (0465-20-3943)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    152

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  367150,015.6 有限会社トキワ薬局 〒259-0301 （後発調２）第1825号      平成28年 4月 1日
     足下薬15 足柄下郡湯河原町中央１－２５－
     １３
     0465-62-3672  (0465-62-3672)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  368154,002.0 アイン薬局　湯河原店〒259-0314 （後発調２）第2930号      平成29年12月 1日
     足下薬4002 足柄下郡湯河原町宮上３９５－１
     0465-60-0920  (0465-60-0921)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369158,038.0 有限会社トキワ薬局宮〒259-0301 （後発調２）第1826号      平成28年 4月 1日
     足下薬38 上店 足柄下郡湯河原町宮上５０－７
     0465-63-8103  (0465-63-8104)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  370158,042.2 ポプラ薬局湯河原中央〒259-0301 （後発調２）第2974号      平成30年 1月 1日
     足下薬42 店 足柄下郡湯河原町中央２－６－９
     0465-60-3325  (0465-60-3326)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371158,045.5 クオール薬局湯河原店〒259-0303 （後発調２）第2931号      平成29年12月 1日
     足下薬45 足柄下郡湯河原町土肥１－１４－
     １３
     0465-63-1063  (0465-62-1331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  372158,051.3 森の薬局 〒250-0631 （後発調２）第1720号      平成28年 4月 1日
     足下薬51 足柄下郡箱根町仙石原９７７－２
     ５
     0460-83-8170  (0460-83-8180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373158,055.4 セイジョー薬局真鶴店〒259-0202 （後発調２）第2892号      平成29年11月 1日
     足下薬55 足柄下郡真鶴町岩２４６－２
     0465-43-7831  (0465-43-7831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374164,000.2 アイ薬局中津店 〒243-0303 （後発調２）第2690号      平成29年 5月 1日
     愛薬4000 愛甲郡愛川町中津３４００－１ゴ
     トープラザ３
     046-280-6971  (046-280-6972)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375168,011.5 アイ薬局愛川店 〒243-0303 （後発調２）第2139号      平成28年 6月 1日
     愛薬11 愛甲郡愛川町中津１４７１長嶋ビ
     ル１Ｆ
     046-286-7677  (046-286-7677)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376168,015.6 しんわ薬局　半原店 〒243-0307 （後発調２）第2456号      平成28年12月 1日
     愛薬15 愛甲郡愛川町半原２７２５－２
     046-239-4731  (046-239-4732)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    153

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  377168,018.0 ヒロ薬局　愛川店 〒243-0303 （後発調２）第2975号      平成30年 1月 1日
     愛薬18 愛甲郡愛川町中津９７３－２
     046-280-4781  (046-280-4782)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  378190,136.2 Ｄ．Ｓ．テラブン薬局〒238-0316 （後発調２）第1828号      平成28年 4月 1日
     横須薬136 横須賀市長井１－２３－１
     046-856-7080  (046-856-7089)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  379190,147.9 サンユー薬局 〒239-0802 （後発調２）第2457号      平成28年12月 1日
     横須薬147 横須賀市馬堀町２－１５－１
     046-835-7787  (046-833-8485)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  380190,168.5 （有）サン調剤薬局 〒238-0012 （後発調２）第1676号      平成28年 4月 1日
     横須薬168 横須賀市安浦町２－２朝比奈ビル
     １Ｆ
     046-825-8484  (046-825-8484)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381190,169.3 薬樹薬局　若松 〒238-0007 （後発調２）第2428号      平成28年11月 1日
     横須薬169 横須賀市若松町２－７　藤田ビル
     ２Ｆ
     046-824-5350  (046-824-7562)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  382190,212.1 トコロ薬局上町店 〒238-0017 （後発調２）第2197号      平成28年 7月 1日
     横須薬212 横須賀市上町２－１８
     046-825-6300  (046-825-6200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383190,219.6 みどり薬局 〒238-0024 （後発調２）第2631号      平成29年 4月 1日
     横須薬219 横須賀市大矢部５－１１－１
     0468-33-7005  (046-833-7021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  384190,223.8 有限会社ケイ薬局 〒238-0315 （後発調２）第2794号      平成29年 8月 1日
     横須薬223 横須賀市林３－１－７
     0468-56-3113  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385190,242.8 （有）タケヤマ　武山〒238-0315 （後発調２）第2252号      平成28年 8月 1日
     横須薬242 薬局 横須賀市林１－１－３
     0468-57-6000  (046-857-6019)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  386190,256.8 株式会社　シフト池上〒238-0035 （後発調２）第1754号      平成28年 4月 1日
     横須薬256 調剤薬局 横須賀市池上５－８－３
     0468-51-3657  (0468-51-3677)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  387190,258.4 日本調剤追浜薬局 〒237-0068 （後発調２）第1996号      平成28年 4月 1日
     横須薬258 横須賀市追浜本町１－１－２３
     046-866-2677  (046-866-2877)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    154

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  388190,259.2 八木調剤薬局 〒239-0801 （後発調２）第1616号      平成28年 4月 1日
     横須薬259 横須賀市馬堀海岸２－２５－７
     046-842-8442  (046-842-9855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  389194,001.4 さくら薬局横須賀米が〒238-0011 （後発調２）第1902号      平成28年 4月 1日
     横須薬4001 浜店 横須賀市米が浜通１－１７－４
     046-874-8573  (046-874-8574)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390194,006.3 マリア薬局 〒239-0841 （後発調２）第1829号      平成28年 4月 1日
     横須薬4006 横須賀市野比１－３９－１２
     046-840-1460  (046-840-1461)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  391194,008.9 かもめ薬局 〒238-0004 （後発調２）第2140号      平成28年 6月 1日
     横須薬4008 横須賀市小川町２３－１
     046-827-8372  (046-827-8508)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392194,010.5 のぞみ薬局 〒238-0012 （後発調２）第1755号      平成28年 4月 1日
     横須薬4010 横須賀市安浦町３－２４－２
     046-884-8626  (046-884-8632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  393194,011.3 なの花薬局横須賀大津〒239-0808 （後発調２）第2691号      平成29年 5月 1日
     横須薬4011 店 横須賀市大津町１－１１－１１
     046-830-3087  (046-830-3089)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394194,012.1 なの花薬局横須賀長井〒238-0316 （後発調２）第1997号      平成28年 4月 1日
     横須薬4012 店 横須賀市長井１－８－１２
     046-856-8030  (046-856-7335)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  395194,013.9 なの花薬局横須賀金谷〒238-0034 （後発調２）第2853号      平成29年10月 1日
     横須薬4013 店 横須賀市金谷２－１－１８
     046-852-5255  (046-852-5256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396194,030.3 セブンス薬局久里浜店〒239-0831 （後発調２）第2749号      平成29年 7月 1日
     横須薬4030 横須賀市久里浜４－１１－１５
     046-884-8044  (046-884-8049)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  397194,031.1 オリーブ薬局米が浜店〒238-0011 （後発調２）第2286号      平成28年 8月 1日
     横須薬4031 横須賀市米が浜通１－１７－１０
     046-874-5200  (046-874-5201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  398194,032.9 アイン薬局米が浜店 〒238-0011 （後発調２）第2854号      平成29年10月 1日
     横須薬4032 横須賀市米が浜通１－８－７
     046-828-4630  (046-828-4631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  399194,037.8 アサヒ薬局 〒238-0056 （後発調２）第2412号      平成28年 9月 5日
     横須薬4037 横須賀市鶴が丘２－６－２
     046-822-5216  (046-801-5216)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    155

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  400194,039.4 ハックドラッグ久里浜〒239-0831 （後発調２）第2596号      平成29年 3月 1日
     横須薬4039 駅前はろーど薬局 横須賀市久里浜４－７－１５　新
     八ビル１Ｆ
     046-830-3290  (046-830-3298)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401194,046.9 みはる薬局馬堀店 〒239-0802 （後発調２）第2826号      平成29年 9月 1日
     横須薬4046 横須賀市馬堀町２－１３－２
     046-836-2189  (046-854-4613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  402194,047.7 わかば薬局津久井浜 〒239-0843 （後発調２）第2750号      平成29年 7月 1日
     横須薬4047 横須賀市津久井３－２１－９
     046-884-9935  (046-884-9936)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  403198,275.0 こぐま薬局 〒239-0807 （後発調２）第1583号      平成28年 4月 1日
     横須薬275 横須賀市根岸町４－３－６
     0468-37-7897  (046-837-7897)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404198,284.2 アオバ薬局 〒239-0842 （後発調２）第1677号      平成28年 4月 1日
     横須薬284 横須賀市長沢３－１－２４
     046-848-9620  (046-847-2821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405198,289.1 日本調剤　緑が丘薬局〒238-0018 （後発調２）第1998号      平成28年 4月 1日
     横須薬289 横須賀市緑が丘１－１
     0468-21-0171  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  406198,291.7 薬樹薬局　横須賀 〒240-0101 （後発調２）第1903号      平成28年 4月 1日
     横須薬291 横須賀市長坂３－３－１２
     046-858-1728  (046-858-1729)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  407198,317.0 有限会社ヒロ薬局 〒238-0043 （後発調２）第1637号      平成28年 4月 1日
     横須薬317 横須賀市坂本町３－４２
     046-822-1492  (046-824-9309)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408198,318.8 日本調剤　横須賀薬局〒238-0026 （後発調２）第2072号      平成28年 5月 1日
     横須薬318 横須賀市小矢部２－２１－４
     0468-53-7750  (046-853-6786)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409198,355.0 日本調剤新横須賀薬局〒238-0026 （後発調２）第1999号      平成28年 4月 1日
     横須薬355 横須賀市小矢部２－２０－８
     046-854-0316  (046-850-1151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  410198,361.8 あい薬局　久里浜店 〒239-0831 （後発調２）第3037号      平成30年 2月 1日
     横須薬361 横須賀市久里浜１－３－１７
     046-833-1138  (046-830-5023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    156

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  411198,368.3 シーガル調剤薬局横須〒238-0035 （後発調２）第2370号      平成28年10月 1日
     横須薬368 賀池上店 横須賀市池上７－１３－１－１０
     １
     046-851-3855  (046-851-3855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  412198,387.3 上町薬局 〒238-0017 （後発調２）第2855号      平成29年10月 1日
     横須薬387 横須賀市上町３－１４
     046-821-0628  (046-821-0834)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  413198,393.1 日本調剤　米が浜薬局〒238-0011 （後発調２）第2000号      平成28年 4月 1日
     横須薬393 横須賀市米が浜通１－８－６
     046-828-3731  (046-828-3734)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  414198,415.2 日本調剤　平成薬局 〒238-0012 （後発調２）第2001号      平成28年 4月 1日
     横須薬415 横須賀市安浦町３－１３
     046-821-1640  (046-821-1641)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  415198,416.0 金谷薬局 〒238-0034 （後発調２）第2198号      平成28年 7月 1日
     横須薬416 横須賀市金谷２－１－１９
     046-850-3181  (046-850-3182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  416198,424.4 信安薬局 〒239-0831 （後発調２）第2339号      平成28年 9月 1日
     横須薬424 横須賀市久里浜４－３－１５メゾ
     ン・ド・アヤ１０３号
     046-854-7798  (046-837-1806)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417198,434.3 オリーブ薬局 〒238-0035 （後発調２）第3038号      平成30年 2月 1日
     横須薬434 横須賀市池上５－１－５
     046-876-5900  (046-876-5900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418198,441.8 あんこ薬局 〒238-0012 （後発調２）第1636号      平成28年 4月 1日
     横須薬441 横須賀市安浦町２－１９
     046-828-3773  (046-828-3588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419198,442.6 株式会社　れのん　野〒239-0841 （後発調２）第1904号      平成28年 4月 1日
     横須薬442 比薬局 横須賀市野比２－１３－２
     046-848-1897  (046-848-1897)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  420198,447.5 さくら薬局　湘南山手〒239-0804 （後発調２）第1905号      平成28年 4月 1日
     横須薬447 店 横須賀市吉井２－３－７
     046-846-5305  (046-846-5306)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  421198,448.3 さくら薬局　横須賀大〒238-0024 （後発調２）第3039号      平成30年 2月 1日
     横須薬448 矢部店 横須賀市大矢部２－２－１８
     046-838-4502  (046-838-4504)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    157

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  422198,450.9 サザン薬局 〒239-0841 （後発調２）第1756号      平成28年 4月 1日
     横須薬450 横須賀市野比２－１－１
     046-887-0919  (046-887-0920)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  423198,455.8 日本調剤　三笠通り薬〒238-0008 （後発調２）第2002号      平成28年 4月 1日
     横須薬455 局 横須賀市大滝町２－２３
     046-828-3050  (046-828-3065)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424198,456.6 新成薬局　本店二番館〒238-0011 （後発調２）第2141号      平成28年 6月 1日
     横須薬456 横須賀市米が浜通１－１７
     046-874-6828  (046-874-6829)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  425198,461.6 コトブキ調剤薬局　横〒237-0076 （後発調２）第2932号      平成29年12月 1日
     横須薬461 須賀店 横須賀市船越町１－１２
     046-860-1681  (046-860-1682)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426198,462.4 なの花薬局　横須賀武〒238-0313 （後発調２）第2003号      平成28年 4月 1日
     横須薬462 山店 横須賀市武１－２０－１５
     046-855-5795  (046-855-5796)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427198,470.7 薬樹薬局　うわまち 〒238-0017 （後発調２）第1906号      平成28年 4月 1日
     横須薬470 横須賀市上町２－２０高梨ビル１
     Ｆ
     046-828-8820  (046-828-8821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  428198,475.6 タカノ薬局　湘南秋谷〒240-0105 （後発調２）第2976号      平成30年 1月 1日
     横須薬475 横須賀市秋谷４４３０
     046-874-6602  (046-874-6626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  429198,477.2 はまゆう薬局 〒238-0032 （後発調２）第2253号      平成28年 8月 1日
     横須薬477 横須賀市平作１－１２－７　１０
     ７ビル１Ｆ
     046-850-3113  (046-853-5301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  430200,035.4 有限会社　富士見薬局〒254-0084 （後発調２）第2381号      平成28年10月 1日
     平薬35 豊田店 平塚市南豊田１９－１
     0463-33-2807  (0463-35-4000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431200,081.8 湘南調剤薬局 〒254-0034 （後発調２）第2288号      平成28年 8月 1日
     平薬81 平塚市宝町１２－１８
     0463-23-5654  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432200,084.2 すみれ薬局 〒259-1216 （後発調２）第2489号      平成29年 1月 1日
     平薬84 平塚市入野２８７－６
     0463-31-6699  (0463-36-0139)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    158

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  433200,086.7 東銀座薬局　平塚支店〒254-0807 （後発調２）第2328号      平成28年 9月 1日
     平薬86 平塚市代官町２１－４
     0463-23-3939  (0463-23-4930)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434200,095.8 有限会社　一星堂薬局〒254-0042 （後発調２）第1584号      平成28年 4月 1日
     平薬95 平塚市明石町１４－８
     0463-21-1507  (0463-23-9981)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  435200,128.7 平塚シティ薬局 〒254-0062 （後発調２）第2597号      平成29年 3月 1日
     平薬128 平塚市富士見町１０－２３
     0463-36-8212  (0463-36-8212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436200,130.3 ひかり薬局　徳延店 〒254-0902 （後発調２）第2632号      平成29年 4月 1日
     平薬130 平塚市徳延２２６－１
     0463-34-8976  (0463-34-9296)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  437204,000.4 コスモ薬局　平塚店 〒254-0811 （後発調２）第1678号      平成28年 4月 1日
     平薬4000 平塚市八重咲町１９－２３
     0463-74-6211  (0463-74-6212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  438204,001.2 スギ薬局　平塚店 〒254-0052 （後発調２）第2654号      平成29年 4月 1日
     平薬4001 平塚市平塚２－１３－２１
     0463-73-6840  (0463-73-6890)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  439204,002.0 犬坊薬局Ｄ．Ｓ．ひま〒259-1216 （後発調２）第1831号      平成28年 4月 1日
     平薬4002 わり 平塚市入野１３９－１
     0463-35-5539  (0463-35-6011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440204,003.8 メディスンショップ湘〒254-0042 （後発調２）第2382号      平成28年10月 1日
     平薬4003 南平塚明石薬局 平塚市明石町１３－２３
     0463-25-3275  (0463-25-3276)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441204,004.6 アーク薬局 〒254-0035 （後発調２）第1907号      平成28年 4月 1日
     平薬4004 平塚市宮の前５－１９ロアールハ
     イツ１Ｆ
     0463-25-1377  (0463-25-1378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  442204,007.9 おかざき薬局 〒259-1212 （後発調２）第1586号      平成28年 4月 1日
     平薬4007 平塚市岡崎５９５０－３
     0463-59-4110  (0463-59-4126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  443204,008.7 ウエルシア薬局平塚八〒254-0811 （後発調２）第3111号      平成30年 3月 1日
     平薬4008 重咲店 平塚市八重咲町４－１５
     0463-27-1277  (0463-27-1278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    159

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  444204,010.3 メディスンショップ平〒254-0035 （後発調２）第1832号      平成28年 4月 1日
     平薬4010 塚北口薬局 平塚市宮の前２－５ジグゼ湘南平
     塚１０１
     0463-59-9596  (0463-59-9598)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  445204,011.1 江南薬局 〒259-1212 （後発調２）第1758号      平成28年 4月 1日
     平薬4011 平塚市岡崎４４１４－２
     0463-58-1085  (0463-58-6331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  446204,013.7 平塚マル薬局 〒259-1212 （後発調２）第3112号      平成30年 3月 1日
     平薬4013 平塚市岡崎２１５－４
     0463-51-6231  (0463-51-6232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  447204,014.5 関東調剤薬局　平塚店〒254-0815 （後発調２）第1638号      平成28年 4月 1日
     平薬4014 平塚市桃浜町１１－３０
     0463-72-8380  (0463-34-1815)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  448204,015.2 建幸薬局 〒254-0046 （後発調２）第2142号      平成28年 6月 1日
     平薬4015 平塚市立野町１０－５
     0463-36-0685  (0463-36-0685)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  449204,016.0 みつけ調剤薬局 〒254-0045 （後発調２）第2199号      平成28年 7月 1日
     平薬4016 平塚市見附町９－１３
     0463-73-5855  (0463-72-7997)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450204,017.8 アイン薬局　平塚店 〒254-0064 （後発調２）第2490号      平成29年 1月 1日
     平薬4017 平塚市達上ケ丘１３－２３
     0463-30-6166  (0463-30-6177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451204,021.0 パレット薬局　平塚店〒254-0034 （後発調２）第2598号      平成29年 3月 1日
     平薬4021 平塚市宝町２－１　ホーメスト平
     塚共同ビル４０３
     0463-68-3099  (0463-68-3099)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452204,022.8 健光堂薬局旭店 〒254-0913 （後発調２）第2752号      平成29年 7月 1日
     平薬4022 平塚市万田６８－２
     0463-31-5820  (0463-31-5862)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  453204,023.6 さくら薬局 〒259-1205 （後発調２）第2827号      平成29年 9月 1日
     平薬4023 平塚市土屋１２８３－１
     0463-59-5317  (0463-73-5395)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  454204,024.4 アプリ薬局平塚駅前店〒254-0043 （後発調２）第2856号      平成29年10月 1日
     平薬4024 平塚市紅谷町１４－２０
     0463-26-8092  (0463-26-8093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    160

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  455204,025.1 あおぞら調剤薬局 〒254-0824 （後発調２）第2782号      平成29年 7月 1日
     平薬4025 平塚市花水台２２－１０
     0463-37-1320  (0463-37-1330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  456204,027.7 ハックドラッグ真田薬〒259-1206 （後発調２）第3040号      平成30年 2月 1日
     平薬4027 局 平塚市真田３－１６－２
     0463-50-5589  (0463-50-5580)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  457204,028.5 日本調剤　湘南平塚薬〒254-0065 （後発調２）第3041号      平成30年 2月 1日
     平薬4028 局 平塚市南原１－２０－１０－２
     0463-72-7070  (0463-72-7079)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  458208,139.6 株式会社　平塚中郡薬〒254-0065 （後発調２）第2073号      平成28年 5月 1日
     平薬139 剤師会支援センター薬平塚市南原１－２０－２３
     局 0463-31-2111  (0463-31-9947)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459208,153.7 コスモ薬局 〒254-0902 （後発調２）第1679号      平成28年 4月 1日
     平薬153 平塚市徳延３５８－１
     0463-35-5325  (0463-35-5325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460208,165.1 にしき薬局 〒254-0044 （後発調２）第2531号      平成29年 2月 1日
     平薬165 平塚市錦町７－１６サンヒルズ湘
     南１０２
     0463-25-6045  (0463-25-6047)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461208,169.3 湘南平塚薬局 〒254-0035 （後発調２）第2290号      平成28年 8月 1日
     平薬169 平塚市宮の前６－２
     0463-25-2650  (0463-25-2655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462208,174.3 陽だまり松風調剤薬局〒254-0813 （後発調２）第2340号      平成28年 9月 1日
     平薬174 平塚市袖ケ浜１－２
     0463-24-0677  (0463-24-0585)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  463208,176.8 かんの薬局 〒259-1201 （後発調２）第1721号      平成28年 4月 1日
     平薬176 平塚市南金目１０６０－９
     0463-58-7508  (0463-58-7538)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  464208,187.5 クリエイト薬局　平塚〒254-0061 （後発調２）第2491号      平成29年 1月 1日
     平薬187 御殿店 平塚市御殿１－２８－５
     0463-37-4805  (0463-37-4806)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465208,191.7 サンドラッグ平塚夕陽〒254-0806 （後発調２）第2291号      平成28年 8月 1日
     平薬191 ヶ丘薬局 平塚市夕陽ケ丘６２－１
     0463-24-8033  (0463-24-8033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    161

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  466208,192.5 かもめ薬局　平塚店 〒254-0902 （後発調２）第3042号      平成30年 2月 1日
     平薬192 平塚市徳延３０６－３９
     046-337-2233  (046-332-6662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  467208,195.8 きく薬局　八千代店 〒254-0032 （後発調２）第1908号      平成28年 4月 1日
     平薬195 平塚市八千代町１４－１５
     0463-26-6696  (0463-26-6697)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  468208,201.4 シオン薬局　中原店 〒254-0075 （後発調２）第2074号      平成28年 5月 1日
     平薬201 平塚市中原２－２１－２０
     0463-33-9393  (0463-33-9394)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  469208,204.8 クリエイトエス・ディ〒254-0075 （後発調２）第2857号      平成29年10月 1日
     平薬204 ー平塚中原店薬局 平塚市中原２－４－３６
     0463-37-5691  (0463-37-5692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470208,205.5 ヤマグチ薬局　平塚真〒259-1206 （後発調２）第2075号      平成28年 5月 1日
     平薬205 田店 平塚市真田１－２０－９Ａ＆Ａビ
     ル１階
     0463-50-3227  (0463-50-3228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471208,213.9 株式会社　ツインライ〒254-0812 （後発調２）第2532号      平成29年 2月 1日
     平薬213 フ　平塚薬局 平塚市松風町１１－１１
     0463-71-6700  (0463-22-8911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  472208,218.8 四之宮薬局 〒254-0014 （後発調２）第1909号      平成28年 4月 1日
     平薬218 平塚市四之宮１－３－４９
     0463-73-5607  (0463-73-5658)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  473208,220.4 メディスンショップ湘〒254-0811 （後発調２）第2341号      平成28年 9月 1日
     平薬220 南平塚南口薬局 平塚市八重咲町２－５ＮＹビル１
     Ｆ
     0463-25-5330  (0463-25-5331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  474208,223.8 さくら薬局　平塚岡崎〒259-1212 （後発調２）第1911号      平成28年 4月 1日
     平薬223 店 平塚市岡崎３５３４－１
     0463-50-3140  (0463-50-3141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  475208,224.6 たから薬局 〒254-0034 （後発調２）第2933号      平成29年12月 1日
     平薬224 平塚市宝町１０－１１
     0463-73-7856  (0463-73-7859)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  476208,229.5 さくら調剤中原薬局 〒254-0075 （後発調２）第2533号      平成29年 2月 1日
     平薬229 平塚市中原２－１５－２
     0463-34-0132  (0463-34-0132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    162

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  477208,233.7 グリーン薬局 〒259-1206 （後発調２）第2176号      平成28年 7月 1日
     平薬233 平塚市真田２－６－２５
     0463-50-3447  (0463-50-3447)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  478208,234.5 とまと薬局平塚店 〒254-0036 （後発調２）第2383号      平成28年10月 1日
     平薬234 平塚市宮松町６‐５
     046-375-9382  (046-375-9381)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479208,235.2 新成堂薬局　平塚南原〒254-0065 （後発調２）第2828号      平成29年 9月 1日
     平薬235 店 平塚市南原１－２０－９
     0463-71-5822  (0463-71-5823)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  480208,236.0 広川薬局 〒259-1219 （後発調２）第1680号      平成28年 4月 1日
     平薬236 平塚市広川８４６－１
     0463-50-2525  (0463-50-2525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  481208,238.6 クオール薬局平塚四之〒254-0014 （後発調２）第1912号      平成28年 4月 1日
     平薬238 宮店 平塚市四之宮２－２１－２２
     0463-25-0230  (0463-24-3790)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482208,240.2 さくら薬局　平塚東真〒254-0018 （後発調２）第3113号      平成30年 3月 1日
     平薬240 土店 平塚市東真土４－１９－６
     0463-55-3241  (0463-55-3217)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  483208,242.8 みずほ薬局 〒259-1207 （後発調２）第2076号      平成28年 5月 1日
     平薬242 平塚市北金目２－３６－１６
     0463-50-3240  (0463-51-6140)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  484208,244.4 株式会社ツインライフ〒254-0915 （後発調２）第1639号      平成28年 4月 1日
     平薬244 　いでなわ薬局 平塚市出縄９２－３
     0463-75-8756  (0463-73-7277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  485208,248.5 くすのき薬局 〒254-0807 （後発調２）第1913号      平成28年 4月 1日
     平薬248 平塚市代官町２０－２
     0463-20-5910  (0463-22-7079)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  486210,080.8 有限会社　清光堂薬局〒248-0022 （後発調２）第2004号      平成28年 4月 1日
     鎌薬80 鎌倉市常盤６３８
     0467-32-6566  (0467-32-7578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  487210,101.2 セキファーマシー 〒247-0071 （後発調２）第1633号      平成28年 4月 1日
     鎌薬101 鎌倉市玉縄１－５－１
     0467-48-3395  (0467-48-3392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  488214,002.8 モリファーマシー　大〒247-0056 （後発調２）第2342号      平成28年 9月 1日
     鎌薬4002 船一丁目店 鎌倉市大船１－２６－２７
     0467-43-3550  (0467-43-4001)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    163

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  489214,009.3 グリーンファーマシー〒247-0056 （後発調２）第2692号      平成29年 5月 1日
     鎌薬4009 鎌倉市大船１－１４－１９
     0467-45-8740  (0467-45-8745)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490214,011.9 オアシス薬局　深沢店〒247-0063 （後発調２）第2182号      平成28年 7月 1日
     鎌薬4011 鎌倉市梶原１－６－１０
     0467-42-7222  (0467-42-7223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  491214,018.4 大船駅前薬局 〒247-0056 （後発調２）第2977号      平成30年 1月 1日
     鎌薬4018 鎌倉市大船１－１１－２３ウエキ
     ビル１Ｂ
     0467-40-5702  (0467-40-5703)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492214,020.0 みらい薬局　大船駅前〒247-0056 （後発調２）第3043号      平成30年 2月 1日
     鎌薬4020 店 鎌倉市大船１－１２－１７　リオ
     ンビル１Ｆ
     0467-33-5556  (0467-33-5557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  493214,024.2 薬局大船 〒247-0072 （後発調２）第2783号      平成29年 7月 1日
     鎌薬4024 鎌倉市岡本２－６－３５　１Ｆ
     0467-47-1901  (0467-47-1507)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  494214,025.9 腰越薬局 〒248-0033 （後発調２）第2784号      平成29年 7月 1日
     鎌薬4025 鎌倉市腰越４－６－９
     0467-32-4598  (0467-32-5699)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495214,026.7 陽だまり薬局　鎌倉店〒248-0012 （後発調２）第2978号      平成30年 1月 1日
     鎌薬4026 鎌倉市御成町８－４１
     0467-60-4365  (0467-60-4366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  496218,137.8 コスモ薬局北鎌倉店 〒247-0055 （後発調２）第2534号      平成29年 2月 1日
     鎌薬137 鎌倉市小袋谷２－２３－２
     0467-43-7061  (0467-43-7062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  497218,175.8 クオール薬局　稲村ヶ〒248-0024 （後発調２）第2753号      平成29年 7月 1日
     鎌薬175 崎店 鎌倉市稲村ガ崎３－３－３０
     0467-22-1763  (0467-60-1124)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  498218,177.4 カノン薬局 〒247-0072 （後発調２）第2535号      平成29年 2月 1日
     鎌薬177 鎌倉市岡本２－５－１１第二大観
     ビル１０４
     0467-45-7311  (0467-45-7312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499218,197.2 きく薬局　西鎌倉店 〒248-0033 （後発調２）第2934号      平成29年12月 1日
     鎌薬197 鎌倉市腰越１０１６－３
     0467-81-5031  (0467-81-5032)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    164

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  500218,202.0 サンドラッグ鎌倉常盤〒248-0022 （後発調２）第2143号      平成28年 6月 1日
     鎌薬202 薬局 鎌倉市常盤２７６－１
     0467-39-1121  (0467-39-1121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  501218,205.3 みらい薬局　大船店 〒247-0056 （後発調２）第1914号      平成28年 4月 1日
     鎌薬205 鎌倉市大船１－１３－８
     0467-53-8250  (0467-53-8251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  502218,206.1 日本調剤　大船薬局 〒247-0056 （後発調２）第2005号      平成28年 4月 1日
     鎌薬206 鎌倉市大船１－２２－２８パブロ
     コート１Ｆ
     0467-40-1755  (0467-40-1756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  503218,209.5 アリス薬局弐番館 〒247-0056 （後発調２）第1761号      平成28年 4月 1日
     鎌薬209 鎌倉市大船２－１６－２湘南ファ
     ーストビル１Ｆ
     0467-42-7701  (0467-42-7702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  504218,210.3 鎌倉調剤センター薬局〒247-0056 （後発調２）第2200号      平成28年 7月 1日
     鎌薬210 鎌倉市大船２－１７－８中島ビル
     １Ｆ
     0120-13-8981  (0120-13-8955)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  505218,214.5 うさぎ薬局　大船店 〒247-0056 （後発調２）第2795号      平成29年 8月 1日
     鎌薬214 鎌倉市大船６－１－１松竹ショッ
     ピングセンター２Ｆ
     0467-53-9025  (0467-53-9026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506218,222.8 日本調剤　新大船薬局〒247-0056 （後発調２）第2006号      平成28年 4月 1日
     鎌薬222 鎌倉市大船２－２４－２７
     0467-42-8931  (0467-42-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  507218,224.4 なの花薬局湘南鎌倉店〒247-0073 （後発調２）第2077号      平成28年 5月 1日
     鎌薬224 鎌倉市植木６８３
     0467-33-5966  (0467-33-5977)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508220,114.3 光和調剤薬局 〒251-0047 （後発調２）第2343号      平成28年 9月 1日
     藤薬114 藤沢市辻堂１－１０－２２
     0466-33-3236  (0466-33-3236)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  509220,135.8 ササヤマ薬局 〒251-0004 （後発調２）第1762号      平成28年 4月 1日
     藤薬135 藤沢市藤が岡３－９－１
     0466-25-2173  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  510220,138.2 湘南台調剤薬局 〒252-0804 （後発調２）第2599号      平成29年 3月 1日
     藤薬138 藤沢市湘南台７－３－７
     0466-45-7365  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    165

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  511220,217.4 有限会社　イツワファ〒252-0816 （後発調２）第2633号      平成29年 4月 1日
     藤薬217 ーマシー 藤沢市遠藤８６２－１６
     0466-86-3066  (0466-88-7096)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  512220,229.9 藤沢市こまよせ薬局 〒251-0861 （後発調２）第2979号      平成30年 1月 1日
     藤薬229 藤沢市大庭５５２７－１
     0466-88-7300  (0466-88-7353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  513220,239.8 アリス調剤薬局 〒252-0813 （後発調２）第1681号      平成28年 4月 1日
     藤薬239 藤沢市亀井野１４００
     0466-44-2068  (0466-44-2068)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  514224,000.0 あおぞら薬局　 堂店〒251-0043 （後発調２）第2634号      平成29年 4月 1日
     藤薬4000 藤沢市辻堂元町５－１３－２５
     0466-36-1300  (0466-41-9025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515224,001.8 フジサワ薬局 〒251-0023 （後発調２）第2144号      平成28年 6月 1日
     藤薬4001 藤沢市鵠沼花沢町１－１５
     0466-29-9611  (0466-29-9622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516224,005.9 クリエイト薬局藤沢駅〒251-0052 （後発調２）第2600号      平成29年 3月 1日
     藤薬4005 北口店 藤沢市藤沢４６０－１
     0466-55-2321  (0466-55-2322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  517224,006.7 イルカ薬局 〒251-0047 （後発調２）第1587号      平成28年 4月 1日
     藤薬4006 藤沢市辻堂４－６－１４湘南桜井
     ビルⅢ１０５
     0466-35-9385  (0466-35-9380)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  518224,007.5 なの花薬局 堂店 〒251-0047 （後発調２）第3114号      平成30年 3月 1日
     藤薬4007 藤沢市辻堂２－２－１４ステラ湘
     南２Ｆ
     0466-90-3130  (0466-90-3351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  519224,012.5 クリエイト薬局藤沢石〒252-0815 （後発調２）第2601号      平成29年 3月 1日
     藤薬4012 川店 藤沢市石川５－９－２６
     0466-86-9750  (0466-86-9751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  520224,017.4 ウエルシア薬局藤沢柄〒251-0003 （後発調２）第2429号      平成28年11月 1日
     藤薬4017 沢店 藤沢市柄沢５８９－３４
     0466-54-5752  (0466-54-5753)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521224,019.0 亀井野薬局 〒252-0813 （後発調２）第2935号      平成29年12月 1日
     藤薬4019 藤沢市亀井野２－３－３
     0466-53-7585  (0466-53-7585)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    166

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  522224,026.5 コンパス薬局　藤沢 〒251-0052 （後発調２）第1588号      平成28年 4月 1日
     藤薬4026 藤沢市藤沢６１０－１
     0466-54-3081  (0466-54-3082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  523224,030.7 あけぼの薬局　湘南台〒252-0804 （後発調２）第1833号      平成28年 4月 1日
     藤薬4030 店 藤沢市湘南台２－３－１アルテミ
     ス湘南１Ｆ
     0466-41-4189  (0466-45-0728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  524224,031.5 まま薬局 〒251-0056 （後発調２）第3115号      平成30年 3月 1日
     藤薬4031 藤沢市羽鳥２－１－２１ウエダラ
     ンド１Ｃ
     0466-33-1193  (0466-33-1195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  525224,033.1 メディスンショップ善〒251-0871 （後発調２）第2537号      平成29年 2月 1日
     藤薬4033 行薬局 藤沢市善行１－２０－２メゾン松
     本Ⅰ　１Ｆ
     0466-84-1050  (0466-84-1051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  526224,034.9 たんぽぽ薬局藤沢店 〒251-0052 （後発調２）第2293号      平成28年 8月 1日
     藤薬4034 藤沢市藤沢１－１３－５
     0466-29-5177  (0466-29-5178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527224,035.6 アイン薬局　六会日大〒252-0813 （後発調２）第1834号      平成28年 4月 1日
     藤薬4035 前店 藤沢市亀井野２－７－１
     0466-47-7840  (0466-47-7841)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  528224,036.4 アイン薬局　藤沢店 〒251-0052 （後発調２）第2344号      平成28年 9月 1日
     藤薬4036 藤沢市藤沢１－１３－４
     0466-53-9661  (0466-53-9662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  529224,038.0 リーフ薬局 〒252-0807 （後発調２）第2078号      平成28年 5月 1日
     藤薬4038 藤沢市下土棚４６７－１０　Ｓ・
     Ｍ・Ｃメディカルビル１Ｆ
     0466-54-9300  (0466-54-9320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  530224,039.8 サンワ薬局　辻堂店 〒251-0047 （後発調２）第2384号      平成28年10月 1日
     藤薬4039 藤沢市辻堂２－１２－２５
     0466-36-5811  (0466-36-5812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  531224,045.5 アイン薬局　Ｆｕｊｉ〒251-0043 （後発調２）第2493号      平成29年 1月 1日
     藤薬4045 ｓａｗａＳＳＴ店 藤沢市辻堂元町６－１７－１　Ｗ
     ｅｌｌｎｅｓｓ　ＳＱＵＡＲＥ　
     南館　１Ｆ
     0466-52-5081  (0466-52-5082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    167

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  532224,047.1 あさがお薬局 〒251-0003 （後発調２）第2538号      平成29年 2月 1日
     藤薬4047 藤沢市柄沢５６０－４
     0466-28-8189  (0466-28-8188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  533224,049.7 ハックドラッグＬｕｚ〒251-0041 （後発調２）第2893号      平成29年11月 1日
     藤薬4049 湘南 堂薬局 藤沢市辻堂神台１－２－１２　Ｌ
     ｕｚ湘南 堂１Ｆ
     0466-30-1789  (0466-30-2289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  534224,052.1 ハックドラッグ湘南ラ〒251-0861 （後発調２）第2858号      平成29年10月 1日
     藤薬4052 イフタウン薬局 藤沢市大庭５５２６－２１
     0466-86-8981  (0466-86-8982)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  535224,054.7 アイセイ薬局藤沢本町〒251-0052 （後発調２）第2415号      平成28年10月 1日
     藤薬4054 店 藤沢市藤沢１－３－１２
     0466-54-6170  (0466-54-6171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  536224,057.0 ウエルシア薬局藤沢市〒251-0052 （後発調２）第2717号      平成29年 6月 1日
     藤薬4057 民病院前店 藤沢市藤沢２－２－２８
     0466-29-2556  (0466-29-2557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  537224,059.6 日本調剤　藤沢駅前薬〒251-0052 （後発調２）第2754号      平成29年 7月 1日
     藤薬4059 局 藤沢市藤沢５５９
     0466-20-5326  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  538224,060.4 ナガイシ薬局 〒252-0804 （後発調２）第2656号      平成29年 4月 1日
     藤薬4060 藤沢市湘南台２－１－１　５３田
     中ビル１０７
     0466-45-5968  (0466-45-5968)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  539224,061.2 いちょう薬局　柄沢店〒251-0003 （後発調２）第2755号      平成29年 7月 1日
     藤薬4061 藤沢市柄沢４３７－２
     0466-54-8968  (0466-54-8969)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  540224,062.0 クリエイト薬局小田急〒251-0037 （後発調２）第2937号      平成29年12月 1日
     藤薬4062 鵠沼海岸駅前店 藤沢市鵠沼海岸２－３－１３　１
     Ｆ
     0466-31-5080  (0466-31-5081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  541224,063.8 ウエルシア薬局六会日〒252-0813 （後発調２）第2980号      平成30年 1月 1日
     藤薬4063 大前駅東口店 藤沢市亀井野１－９－１１
     0466-90-0070  (0466-90-0071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  542224,066.1 りふる薬局 〒251-0861 （後発調２）第2831号      平成29年 9月 1日
     藤薬4066 藤沢市大庭５２２１－９
     0466-53-8324  (0466-53-8325)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    168

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  543224,068.7 ひまわり薬局 〒251-0047 （後発調２）第3044号      平成30年 2月 1日
     藤薬4068 藤沢市辻堂３－１３－３２
     0466-37-4976  (0466-37-4970)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  544224,069.5 かもめ薬局湘南台店 〒252-0804 （後発調２）第2981号      平成30年 1月 1日
     藤薬4069 藤沢市湘南台４－５－１
     0466-41-0280  (0466-45-8600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  545224,070.3 クリエイト薬局藤沢羽〒251-0056 （後発調２）第2982号      平成30年 1月 1日
     藤薬4070 鳥店 藤沢市羽鳥１－２－４５　ＴＥＲ
     ＲＡＣＥ　ＷＥＬＬＮＥＳＳ　１
     Ｆ
     0466-30-0353  (0466-30-0354)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  546224,071.1 あけぼの薬局　 堂駅〒251-0042 （後発調２）第3019号      平成30年 1月 1日
     藤薬4071 前店 藤沢市辻堂新町１－２－２３
     0466-37-1440  (0466-37-1441)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  547224,072.9 あけぼの薬局　 堂店〒251-0047 （後発調２）第3020号      平成30年 1月 1日
     藤薬4072 藤沢市辻堂５－２０－１６
     0466-33-5366  (0466-33-5366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  548228,244.0 ふじみ薬局 〒251-0044 （後発調２）第2603号      平成29年 3月 1日
     藤薬244 藤沢市辻堂太平台２－１３－２８
     0466-34-2110  (0466-34-2113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  549228,254.9 仲通り薬局 〒251-0053 （後発調２）第2756号      平成29年 7月 1日
     藤薬254 藤沢市本町１－１０－１１
     0466-26-0307  (0466-26-0307)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  550228,259.8 ライフ薬局 〒252-0823 （後発調２）第2829号      平成29年 9月 1日
     藤薬259 藤沢市菖蒲沢６１１－３
     0466-49-1302  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  551228,285.3 薬局マツモトキヨシ湘〒252-0804 （後発調２）第3045号      平成30年 2月 1日
     藤薬285 南台東口店 藤沢市湘南台２－１５－１
     0466-44-7545  (0466-44-7545)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  552228,288.7 すばる中央薬局　藤沢〒251-0014 （後発調２）第2079号      平成28年 5月 1日
     藤薬288 店 藤沢市宮前４２５－７
     0466-52-0955  (0466-52-0966)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  553228,289.5 マリア薬局 〒251-0052 （後発調２）第2145号      平成28年 6月 1日
     藤薬289 藤沢市藤沢４９８－３
     0466-22-4111  (0466-22-4112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    169

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  554228,295.2 わだ薬局 〒252-0802 （後発調２）第1763号      平成28年 4月 1日
     藤薬295 藤沢市高倉６４１－６
     0466-42-0158  (0466-42-0157)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  555228,306.7 あい薬局長後店 〒252-0802 （後発調２）第2294号      平成28年 8月 1日
     藤薬306 藤沢市高倉６４１－５
     0466-41-3801  (0466-41-3802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  556228,324.0 湘南台ひかり薬局 〒252-0805 （後発調２）第2295号      平成28年 8月 1日
     藤薬324 藤沢市円行１－１２－１０
     0466-42-6626  (0466-42-6636)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  557228,325.7 あい薬局　湘南台店 〒252-0804 （後発調２）第2859号      平成29年10月 1日
     藤薬325 藤沢市湘南台１－１９－２
     0466-46-5050  (0466-46-5100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  558228,328.1 藤沢ひかり薬局 〒251-0052 （後発調２）第2797号      平成29年 8月 1日
     藤薬328 藤沢市藤沢２１８
     0466-55-3581  (0466-55-3583)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  559228,335.6 おひさま薬局 〒251-0056 （後発調２）第1836号      平成28年 4月 1日
     藤薬335 藤沢市羽鳥１－６－１８
     0466-31-0955  (0466-31-0956)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  560228,338.0 御所見調剤薬局 〒252-0825 （後発調２）第3116号      平成30年 3月 1日
     藤薬338 藤沢市獺郷１８２－１
     0466-48-5880  (0466-48-5880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561228,350.5 湘南カトレア薬局 〒252-0804 （後発調２）第1640号      平成28年 4月 1日
     藤薬350 藤沢市湘南台３－１５－１６
     0466-44-8300  (0466-44-8300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  562228,353.9 ユニオン調剤薬局　朝〒251-0054 （後発調２）第2983号      平成30年 1月 1日
     藤薬353 日町店 藤沢市朝日町１５－２
     0466-29-5030  (0466-29-5031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  563228,358.8 湘南台東口薬局 〒252-0804 （後発調２）第2296号      平成28年 8月 1日
     藤薬358 藤沢市湘南台１－１－６湘南台ビ
     ル１Ｆ
     0466-41-2175  (0466-41-2178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  564228,359.6 薬泉堂薬局 〒252-0807 （後発調２）第2007号      平成28年 4月 1日
     藤薬359 藤沢市下土棚５４５－８
     0466-44-2792  (0466-43-6737)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    170

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  565228,360.4 こじか薬局　銀座通り〒251-0052 （後発調２）第2254号      平成28年 8月 1日
     藤薬360 店 藤沢市藤沢５４１
     0466-28-9986  (0466-28-9981)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  566228,369.5 薬局マツモトキヨシ　〒252-0801 （後発調２）第2757号      平成29年 7月 1日
     藤薬369 藤沢長後店 藤沢市長後７５３
     0466-46-0881  (0466-46-0881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  567228,371.1 うつみ薬局 〒252-0804 （後発調２）第1837号      平成28年 4月 1日
     藤薬371 藤沢市湘南台２－１６－１１
     0466-43-0684  (0466-43-0684)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  568228,380.2 矢野ファーマシー 〒251-0861 （後発調２）第3117号      平成30年 3月 1日
     藤薬380 藤沢市大庭５６８１－１０
     0466-89-0160  (0466-89-0161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  569228,385.1 すみれ調剤薬局　 堂〒251-0046 （後発調２）第1618号      平成28年 4月 1日
     藤薬385 店 藤沢市辻堂西海岸２－１０－６－
     １
     0466-33-3325  (0466-33-3327)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  570228,399.2 サンドラッグ　江ノ島〒251-0037 （後発調２）第3046号      平成30年 2月 1日
     藤薬399 薬局 藤沢市鵠沼海岸１－３－１６　２
     Ｆ
     0466-31-0271  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  571228,401.6 鵠沼エルム薬局 〒251-0038 （後発調２）第2146号      平成28年 6月 1日
     藤薬401 藤沢市鵠沼松が岡５－１３－１５
     0466-47-8717  (0466-47-8730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  572228,404.0 日本調剤　藤沢薬局 〒251-0055 （後発調２）第2008号      平成28年 4月 1日
     藤薬404 藤沢市南藤沢２１－８大安興業ビ
     ル１Ｆ
     0466-54-3067  (0466-54-3068)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  573228,408.1 みどり薬局 〒252-0804 （後発調２）第2106号      平成28年 6月 1日
     藤薬408 藤沢市湘南台７－１３３９－５
     0466-41-3301  (0466-41-3302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  574228,416.4 中村薬局　石川店 〒252-0815 （後発調２）第2542号      平成29年 2月 1日
     藤薬416 藤沢市石川６－２１－１３
     0466-86-6301  (0466-86-6302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  575228,419.8 日本調剤　 堂薬局 〒251-0047 （後発調２）第2009号      平成28年 4月 1日
     藤薬419 藤沢市辻堂２－９－３
     0466-31-0622  (0466-31-0624)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    171

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  576228,420.6 太平台エルム薬局 〒251-0044 （後発調２）第2201号      平成28年 7月 1日
     藤薬420 藤沢市辻堂太平台１－３－１
     0466-35-3758  (0466-35-3758)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  577228,421.4 なかよし薬局　湘南台〒252-0804 （後発調２）第2860号      平成29年10月 1日
     藤薬421 店 藤沢市湘南台１－２３－１６
     0466-43-7555  (0466-43-7666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  578228,424.8 ドラッグセイムス　湘〒252-0804 （後発調２）第2861号      平成29年10月 1日
     藤薬424 南台薬局 藤沢市湘南台４－７－１４
     0466-42-1371  (0466-42-1372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  579228,425.5 田辺薬局 堂元町店 〒251-0043 （後発調２）第2345号      平成28年 9月 1日
     藤薬425 藤沢市辻堂元町４－７－２１
     0466-30-2702  (0466-30-2703)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  580228,435.4 ふじいろ薬局 〒251-0052 （後発調２）第2371号      平成28年10月 1日
     藤薬435 藤沢市藤沢８５９
     0466-54-7011  (0466-54-7018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  581230,135.6 長野薬局 〒250-0865 （後発調２）第1589号      平成28年 4月 1日
     小薬135 小田原市蓮正寺１２４－４
     0465-36-1623  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  582230,150.5 有限会社セントラル薬〒250-0875 （後発調２）第1682号      平成28年 4月 1日
     小薬150 局 小田原市南鴨宮３－３３－１
     0465-47-6952  (0465-47-6962)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  583234,000.8 つくし薬局　久野店 〒250-0055 （後発調２）第1838号      平成28年 4月 1日
     小薬4000 小田原市久野４６９
     0465-20-3946  (0465-20-3986)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  584234,003.2 薬局マツモトキヨシ　〒250-0011 （後発調２）第2984号      平成30年 1月 1日
     小薬4003 小田原駅東口店 小田原市栄町１－２－１小田原駅
     ビル１Ｆ
     0465-24-2234  (0465-24-2234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  585234,006.5 さくら薬局 〒250-0872 （後発調２）第2202号      平成28年 7月 1日
     小薬4006 小田原市中里７３－１
     0465-42-9640  (0465-42-9641)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  586234,011.5 ハックドラッグ小田原〒250-0852 （後発調２）第2719号      平成29年 6月 1日
     小薬4011 栢山薬局 小田原市栢山３４４－２
     0465-39-5189  (0465-39-5190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    172

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  587238,160.6 薬局栄町くすりばこ 〒250-0011 （後発調２）第3118号      平成30年 3月 1日
     小薬160 小田原市栄町３－１８－１
     0465-21-1393  (0465-21-1394)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588238,161.4 皇漢堂薬局　本店 〒250-0865 （後発調２）第2346号      平成28年 9月 1日
     小薬161 小田原市蓮正寺１４８－２
     0465-37-6600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  589238,175.4 こうめ薬局 〒250-0852 （後発調２）第3119号      平成30年 3月 1日
     小薬175 小田原市栢山４９９－１
     0465-39-2336  (0465-38-2336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  590238,176.2 有限会社　わかば調剤〒250-0203 （後発調２）第2347号      平成28年 9月 1日
     小薬176 薬局 小田原市曽我岸１２０－２
     0465-41-1102  (0465-41-1103)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  591238,194.5 つくし薬局 〒250-0011 （後発調２）第2203号      平成28年 7月 1日
     小薬194 小田原市栄町２－１３－２４
     0465-21-0002  (0465-21-0003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  592238,197.8 アペックス小田原薬局〒250-0045 （後発調２）第3120号      平成30年 3月 1日
     小薬197 小田原市城山１－４－１新幹線ビ
     ル
     0465-31-0540  (0465-31-0541)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  593238,214.1 なかやま薬局 〒250-0012 （後発調２）第1764号      平成28年 4月 1日
     小薬214 小田原市本町２－１３－１１
     0465-22-3246  (0465-23-1752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  594238,217.4 かもの宮薬局 〒250-0874 （後発調２）第2080号      平成28年 5月 1日
     小薬217 小田原市鴨宮３０９－１
     0465-46-0288  (0465-46-0318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  595238,220.8 クリエイトエス・ディ〒250-0873 （後発調２）第2495号      平成29年 1月 1日
     小薬220 ー小田原矢作店薬局 小田原市矢作３８７－１
     0465-39-1591  (0465-39-1592)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  596238,223.2 新生薬局 〒250-0866 （後発調２）第2758号      平成29年 7月 1日
     小薬223 小田原市中曽根７８
     0465-37-7338  (0465-37-7337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  597238,230.7 グリーン薬局 〒256-0811 （後発調２）第2348号      平成28年 9月 1日
     小薬230 小田原市田島１２４
     0465-46-1441  (0465-46-1442)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    173

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  598238,233.1 城山薬局 〒250-0045 （後発調２）第1916号      平成28年 4月 1日
     小薬233 小田原市城山２－３－４６
     0465-34-4680  (0465-34-1192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  599238,237.2 きよらか薬局 〒250-0863 （後発調２）第3121号      平成30年 3月 1日
     小薬237 小田原市飯泉６５－２
     0465-46-0510  (0465-46-0520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  600238,238.0 メディスンショップ　〒250-0011 （後発調２）第2107号      平成28年 6月 1日
     小薬238 こゆるぎ薬局 小田原市栄町１－１４－４８
     0465-20-3225  (0465-20-3391)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  601238,240.6 クリエイト薬局小田原〒250-0042 （後発調２）第2721号      平成29年 6月 1日
     小薬240 荻窪店 小田原市荻窪２７８－５
     0465-30-1055  (0465-30-1056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  602238,243.0 ひだまり薬局　扇町店〒250-0001 （後発調２）第1641号      平成28年 4月 1日
     小薬243 小田原市扇町３－１３－１４
     0465-43-7047  (0465-43-7048)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  603240,009.1 株式会社寺田薬局 〒253-0044 （後発調２）第2862号      平成29年10月 1日
     茅薬9 茅ヶ崎市新栄町２－２５
     0467-82-2886  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  604240,066.1 薬樹薬局　茅ヶ崎 〒253-0043 （後発調２）第1917号      平成28年 4月 1日
     茅薬66 茅ヶ崎市元町１６－７
     0467-82-0981  (0467-82-0981)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  605240,077.8 株式会社さかえ薬局 〒253-0086 （後発調２）第1918号      平成28年 4月 1日
     茅薬77 茅ヶ崎市浜之郷９５２－１１
     0467-85-1843  (0467-85-1843)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  606244,001.4 クリエイト薬局茅ヶ崎〒253-0085 （後発調２）第3047号      平成30年 2月 1日
     茅薬4001 矢畑店 茅ヶ崎市矢畑２７４－１
     0467-84-0081  (0467-84-0082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  607244,002.2 クリエイト薬局茅ヶ崎〒253-0053 （後発調２）第1919号      平成28年 4月 1日
     茅薬4002 東海岸北店 茅ヶ崎市東海岸北３－１０－１８
     0467-84-0024  (0467-84-0025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  608244,003.0 湘南ひまわり薬局 〒253-0052 （後発調２）第1765号      平成28年 4月 1日
     茅薬4003 茅ヶ崎市幸町６－１６－１０１
     0467-83-9383  (0467-38-8899)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  609244,004.8 マリン薬局円蔵店 〒253-0084 （後発調２）第1642号      平成28年 4月 1日
     茅薬4004 茅ヶ崎市円蔵２０８９－５
     0467-84-8161  (0467-84-8131)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    174

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  610244,006.3 きく薬局松林店 〒253-0011 （後発調２）第2659号      平成29年 4月 1日
     茅薬4006 茅ヶ崎市菱沼１－４－７
     0467-40-4105  (0467-40-4106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  611244,011.3 イオン薬局茅ヶ崎店 〒253-0041 （後発調２）第2695号      平成29年 5月 1日
     茅薬4011 茅ヶ崎市茅ヶ崎２－７－７１
     0467-68-4062  (0467-68-4063)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  612244,012.1 薬局日本メディカル 〒253-0085 （後発調２）第2010号      平成28年 4月 1日
     茅薬4012 茅ヶ崎市矢畑７２５－１
     0467-40-5902  (0467-40-5903)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  613244,015.4 ニコニコ平和町薬局 〒253-0024 （後発調２）第2832号      平成29年 9月 1日
     茅薬4015 茅ケ崎市平和町１－５
     0467-88-3952  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  614244,016.2 ちとせ薬局 〒253-0071 （後発調２）第2297号      平成28年 8月 1日
     茅薬4016 茅ヶ崎市萩園２３０１－１
     0467-38-8115  (0467-38-8115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  615244,017.0 スギ薬局茅ヶ崎新栄町〒253-0044 （後発調２）第3122号      平成30年 3月 1日
     茅薬4017 店 茅ヶ崎市新栄町２－２９　エピッ
     クスチガサキ１Ｆ
     0467-53-8107  (0467-53-8108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  616244,018.8 田辺薬局茅ヶ崎南店 〒253-0053 （後発調２）第2099号      平成28年 4月 1日
     茅薬4018 茅ケ崎市東海岸北１－５－４
     0467-84-6160  (0467-84-6162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  617244,019.6 なかじま薬局茅ヶ崎店〒253-0043 （後発調２）第2298号      平成28年 8月 1日
     茅薬4019 茅ケ崎市元町１７－４
     0467-58-6558  (0467-58-6680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  618244,021.2 薬局みらい 〒253-0041 （後発調２）第2543号      平成29年 2月 1日
     茅薬4021 茅ヶ崎市茅ヶ崎２－１－３６　ル
     ート茅ヶ崎１Ｆ
     0467-84-8816  (0467-84-8816)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  619244,026.1 あんず薬局 〒253-0062 （後発調２）第2759号      平成29年 7月 1日
     茅薬4026 茅ヶ崎市浜見平４９６－８　ＢＲ
     ＡＮＣＨ茅ヶ崎２
     0467-88-5050  (0467-88-5055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  620244,027.9 サンドラッグ茅ヶ崎浜〒253-0065 （後発調２）第2830号      平成29年 9月 1日
     茅薬4027 見平薬局 茅ヶ崎市松尾１－２０
     0467-87-7181  (0467-87-1361)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    175

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  621248,115.8 マリン薬局 〒253-0002 （後発調２）第1643号      平成28年 4月 1日
     茅薬115 茅ケ崎市高田５－３－３４
     0467-54-4132  (0467-54-4177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  622248,116.6 なぎさ薬局 〒253-0053 （後発調２）第1839号      平成28年 4月 1日
     茅薬116 茅ケ崎市東海岸北１－７－２１
     0467-59-1131  (0467-59-1580)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  623248,140.6 陽だまり薬局　中央店〒253-0041 （後発調２）第1840号      平成28年 4月 1日
     茅薬140 茅ケ崎市茅ケ崎２－１－８
     0467-84-1588  (0467-84-1589)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  624248,151.3 陽だまり薬局本店 〒253-0083 （後発調２）第1683号      平成28年 4月 1日
     茅薬151 茅ケ崎市西久保３９４－１
     0467-84-6860  (0467-84-6861)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  625248,163.8 クリエイト薬局　茅ケ〒253-0017 （後発調２）第2896号      平成29年11月 1日
     茅薬163 崎松林店 茅ケ崎市松林２－６－２０
     0467-55-2031  (0467-55-2046)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  626248,164.6 ほほえみ薬局　中央店〒253-0041 （後発調２）第1841号      平成28年 4月 1日
     茅薬164 茅ケ崎市茅ケ崎２－１－８古谷ビ
     ル１Ｆ
     0467-84-6227  (0467-84-6228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  627248,165.3 ほほえみ薬局　本店 〒253-0083 （後発調２）第1644号      平成28年 4月 1日
     茅薬165 茅ケ崎市西久保１２４－２
     0467-84-4661  (0467-84-4662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  628248,166.1 おひさま薬局　鶴嶺店〒253-0072 （後発調２）第1842号      平成28年 4月 1日
     茅薬166 茅ケ崎市今宿１７６－１
     0467-57-2817  (0467-57-2818)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  629248,168.7 きく薬局　湘南みずき〒253-0088 （後発調２）第1920号      平成28年 4月 1日
     茅薬168 茅ヶ崎市みずき４－９－２１
     0467-40-5217  (0467-40-5218)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  630248,170.3 ニック湘南みずき薬局〒253-0088 （後発調２）第2147号      平成28年 6月 1日
     茅薬170 茅ヶ崎市みずき２－８－１
     0467-55-5660  (0467-55-5661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  631248,176.0 日本調剤　湘南茅ケ崎〒253-0042 （後発調２）第2011号      平成28年 4月 1日
     茅薬176 薬局 茅ケ崎市本村５－１６－１０
     0467-50-1055  (0467-54-3817)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    176

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  632248,179.4 浜竹エルム薬局 〒253-0021 （後発調２）第3048号      平成30年 2月 1日
     茅薬179 茅ケ崎市浜竹２－８－３９
     0467-85-1323  (0467-85-1363)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  633248,180.2 ヤマグチ薬局　茅ヶ崎〒253-0052 （後発調２）第2722号      平成29年 6月 1日
     茅薬180 南口店 茅ケ崎市幸町２１－３ユニマット
     茅ヶ崎駅前ビル１Ｆ
     0467-84-0561  (0467-84-0563)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  634248,189.3 はるかぜ薬局　茅ヶ崎〒253-0026 （後発調２）第1767号      平成28年 4月 1日
     茅薬189 旭が丘店 茅ヶ崎市旭が丘８－６５
     0467-84-4088  (0467-84-4078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  635248,196.8 中村薬局　共恵店 〒253-0056 （後発調２）第2430号      平成28年11月 1日
     茅薬196 茅ケ崎市共恵２－５－５３
     0467-84-5260  (0467-84-5261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  636248,201.6 ボニー薬局　茅ヶ崎海〒253-0054 （後発調２）第2635号      平成29年 4月 1日
     茅薬201 岸店 茅ヶ崎市東海岸南１－２２－１
     0467-81-3222  (0467-81-3223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  637248,202.4 ひがしかいがん薬局 〒253-0053 （後発調２）第2798号      平成29年 8月 1日
     茅薬202 茅ヶ崎市東海岸北５－１５－２０
     0467-81-3120  (0467-81-3118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  638248,205.7 ホシ薬局 〒253-0021 （後発調２）第2985号      平成30年 1月 1日
     茅薬205 茅ヶ崎市浜竹３－２－３１
     0467-87-3513  (0467-87-3513)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  639248,208.1 フレイズ薬局 〒253-0014 （後発調２）第1590号      平成28年 4月 1日
     茅薬208 茅ヶ崎市本宿町３－４
     0467-53-7667  (0467-53-6393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  640248,210.7 クリエイト薬局茅ヶ崎〒253-0044 （後発調２）第2605号      平成29年 3月 1日
     茅薬210 新栄町店 茅ヶ崎市新栄町３－２
     0467-84-0072  (0467-84-0073)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  641250,023.9 オリーブ堂ファーマシ〒249-0006 （後発調２）第3123号      平成30年 3月 1日
     逗薬23 ー 逗子市逗子１－９－３８
     0468-73-2118  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  642250,043.7 ひまわり薬局桜山店 〒249-0005 （後発調２）第2204号      平成28年 7月 1日
     逗薬43 逗子市桜山８－５－２５フィルコ
     ート桜山
     046-871-1358  (046-871-1307)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    177

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  643254,000.3 逗子マリン薬局 〒249-0005 （後発調２）第2606号      平成29年 3月 1日
     逗薬4000 逗子市桜山４－９－１８
     046-876-9400  (046-876-9402)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  644254,003.7 薬局マツモトキヨシ　〒249-0006 （後発調２）第2986号      平成30年 1月 1日
     逗薬4003 逗子駅前店 逗子市逗子２－６－３２　
     046-871-8590  (046-871-8590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  645258,067.8 はまなす薬局 〒249-0006 （後発調２）第2833号      平成29年 9月 1日
     逗薬67 逗子市逗子５－１－１２カサハラ
     ビル逗子Ｂ　１Ｆ
     046-872-3394  (046-872-3394)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  646258,071.0 ひばり薬局　逗子店 〒249-0006 （後発調２）第2607号      平成29年 3月 1日
     逗薬71 逗子市逗子５－９－２１
     0468-72-7433  (0468-73-7250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  647258,072.8 ソフィア薬局　逗子店〒249-0006 （後発調２）第2255号      平成28年 8月 1日
     逗薬72 逗子市逗子７－６－２９
     046-870-6050  (046-870-6051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  648258,073.6 逗子薬局 〒249-0006 （後発調２）第2205号      平成28年 7月 1日
     逗薬73 逗子市逗子２－１－１５
     046-871-2801  (046-871-2827)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  649260,155.7 東林間薬局西口店 〒252-0311 （後発調２）第3124号      平成30年 3月 1日
     相薬155 相模原市南区東林間５－１－７
     042-742-9117  (042-742-9117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  650260,164.9 株式会社ヤマグチ薬局〒252-0253 （後発調２）第2897号      平成29年11月 1日
     相薬164 南橋本店 相模原市中央区南橋本１－４－５
     042-774-5113  (042-774-5080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  651260,184.7 ヤマグチ薬局二本松店〒252-0137 （後発調２）第2460号      平成28年12月 1日
     相薬184 相模原市緑区二本松１－３－９
     042-774-7278  (042-774-7278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  652260,197.9 大野薬局 〒252-0314 （後発調２）第3125号      平成30年 3月 1日
     相薬197 相模原市南区南台６－９－１２
     042-744-1116  (042-748-0687)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  653260,198.7 大野薬局陽光台店 〒252-0226 （後発調２）第3126号      平成30年 3月 1日
     相薬198 相模原市中央区陽光台４－３６－
     １２
     042-759-3227  (042-759-3227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    178

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  654260,232.4 さがみ野ファーマシー〒252-0232 （後発調２）第1768号      平成28年 4月 1日
     相薬232 相模原市中央区矢部３－４－６
     042-755-4300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  655260,238.1 （有）中央薬局 〒252-0239 （後発調２）第2898号      平成29年11月 1日
     相薬238 相模原市中央区中央４－１２－３
     042-754-1157  (042-754-1157)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  656260,248.0 共和薬局 〒252-0234 （後発調２）第2206号      平成28年 7月 1日
     相薬248 相模原市中央区共和１－６－３０
     042-751-6361  (042-757-0977)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  657260,252.2 薬苑　橋本薬局 〒252-0143 （後発調２）第2256号      平成28年 8月 1日
     相薬252 相模原市緑区橋本３－１５－２ダ
     イアパレスステーションプラザ橋
     本１０１
     042-774-4661  (042-774-4661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  658260,256.3 調剤薬局　ケーエム 〒252-0203 （後発調２）第2660号      平成29年 4月 1日
     相薬256 相模原市中央区東淵野辺２－１－
     １－１０４
     042-776-0351  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  659260,268.8 こぶちシティ薬局 〒252-0344 （後発調２）第2697号      平成29年 5月 1日
     相薬268 相模原市南区古淵２－３－７－１
     ０１
     042-769-1110  (042-769-1110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  660264,001.9 スマイル薬局小田急相〒252-0314 （後発調２）第3049号      平成30年 2月 1日
     相薬4001 模原駅前店 相模原市南区南台５－１１－１９
     ペアナード・オダサガ２０２
     042-705-4891  (042-705-4892)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  661264,002.7 薬局マツモトキヨシ　〒252-0344 （後発調２）第2939号      平成29年12月 1日
     相薬4002 古淵駅前店 相模原市南区古淵１－９－１８
     042-750-2655  (042-750-2655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  662264,004.3 オレンジ薬局橋本店 〒252-0143 （後発調２）第1921号      平成28年 4月 1日
     相薬4004 相模原市緑区橋本４－１１－３１
     サンタモニカ橋本１０３
     042-703-7953  (042-703-7954)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  663264,008.4 めぐみ薬局上溝店 〒252-0243 （後発調２）第2299号      平成28年 8月 1日
     相薬4008 相模原市中央区上溝３９５６－１
     042-785-2795  (042-785-2905)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    179

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  664264,009.2 日本調剤　麻溝薬局 〒252-0328 （後発調２）第2012号      平成28年 4月 1日
     相薬4009 相模原市南区麻溝台１－２－１１
     042-767-2521  (042-767-2522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  665264,011.8 くろーばー薬局 〒252-0159 （後発調２）第1591号      平成28年 4月 1日
     相薬4011 相模原市緑区三ケ木３１６－４
     042-780-8525  (042-780-2212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  666264,012.6 アイ新戸薬局 〒252-0326 （後発調２）第1684号      平成28年 4月 1日
     相薬4012 相模原市南区新戸１９３６－１－
     １０３
     046-259-7909  (046-259-7909)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  667264,013.4 たから薬局城山店 〒252-0111 （後発調２）第1723号      平成28年 4月 1日
     相薬4013 相模原市緑区川尻１４２３－１
     042-851-2206  (042-851-2207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  668264,015.9 ウエルシア薬局相模原〒252-0244 （後発調２）第2834号      平成29年 9月 1日
     相薬4015 田名店 相模原市中央区田名４７５７
     042-760-7070  (042-760-7071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  669264,023.3 日本調剤津久井薬局 〒252-0157 （後発調２）第2149号      平成28年 6月 1日
     相薬4023 相模原市緑区中野２６６－３
     042-780-5071  (042-780-5072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  670264,032.4 アルプス薬局 〒252-0331 （後発調２）第2698号      平成29年 5月 1日
     相薬4032 相模原市南区大野台７－２８－２
     ４
     042-755-2430  (042-755-2430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  671264,033.2 あおば薬局　淵野辺店〒252-0206 （後発調２）第2207号      平成28年 7月 1日
     相薬4033 相模原市中央区淵野辺３－７－２
     ０　
     042-810-6465  (042-810-6467)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  672264,034.0 ウエルシア薬局相模原〒252-0238 （後発調２）第2497号      平成29年 1月 1日
     相薬4034 星ヶ丘店 相模原市中央区星が丘３－５－１
     042-769-7550  (042-769-7551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  673264,041.5 薬局アクアファーマシ〒252-0143 （後発調２）第2413号      平成28年 9月 1日
     相薬4041 ー 相模原市緑区橋本３－２８－１　
     ミウィ橋本１Ｆ
     042-700-7560  (042-703-4533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    180

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  674264,042.3 イーグル薬局相模大野〒252-0303 （後発調２）第2414号      平成28年 9月 1日
     相薬4042 店 相模原市南区相模大野７－１１－
     ２
     042-705-6419  (042-705-6519)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  675264,043.1 ウエルシア薬局相模原〒252-0238 （後発調２）第3127号      平成30年 3月 1日
     相薬4043 星が丘２丁目店 相模原市中央区星が丘２－１－１
     042-786-1189  (042-786-6440)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  676264,044.9 ひなた薬局東林間店 〒252-0311 （後発調２）第2544号      平成29年 2月 1日
     相薬4044 相模原市南区東林間７－１－１
     042-705-2824  (042-705-2825)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  677264,046.4 アリス薬局　相模大野〒252-0303 （後発調２）第3050号      平成30年 2月 1日
     相薬4046 店 相模原市南区相模大野８－８－１
     ６
     042-702-9568  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  678264,048.0 エムシー薬局矢渕店 〒252-0206 （後発調２）第2515号      平成28年12月 1日
     相薬4048 相模原市中央区淵野辺３－１１－
     １７　エーワンビル１Ｆ
     042-753-4119  (042-753-4119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  679264,049.8 ヤマグチ薬局大野南口〒252-0303 （後発調２）第2579号      平成29年 1月 1日
     相薬4049 店 相模原市南区相模大野７－３５－
     １　パークスクエア相模大野タワ
     ー＆レジデンス１０１
     042-705-3575  (042-705-3576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  680264,051.4 ひばり薬局 〒252-0203 （後発調２）第2580号      平成29年 1月 1日
     相薬4051 相模原市中央区東淵野辺５－８－
     １２
     042-704-5377  (042-704-5378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  681264,057.1 淵野辺スマイル薬局 〒252-0233 （後発調２）第3051号      平成30年 2月 1日
     相薬4057 相模原市中央区鹿沼台２－１８－
     ６
     042-851-3056  (042-851-3057)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  682264,059.7 クリエイト薬局三ケ木〒252-0159 （後発調２）第2799号      平成29年 8月 1日
     相薬4059 桜木店 相模原市緑区三ケ木２５９－２
     042-780-5423  (042-780-5424)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  683264,060.5 クリエイト薬局コピオ〒252-0104 （後発調２）第2800号      平成29年 8月 1日
     相薬4060 相模原インター店 相模原市緑区向原４－２－３　コ
     ピオ相模原インター内１Ｆ
     042-783-7121  (042-783-7125)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    181

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  684264,061.3 麻溝薬局 〒252-0335 （後発調２）第2785号      平成29年 7月10日
     相薬4061 相模原市南区下溝１０５７
     042-778-1959  (042-778-1959)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  685264,062.1 はづき薬局　下九沢店〒252-0254 （後発調２）第2940号      平成29年12月 1日
     相薬4062 相模原市中央区下九沢９４５－１
     042-703-4286  (042-703-4287)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  686264,063.9 ヤマグチ薬局内郷店 〒252-0175 （後発調２）第2941号      平成29年12月 1日
     相薬4063 相模原市緑区若柳１２０９－１
     042-683-6321  (042-683-6322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  687264,064.7 日本調剤　新相模原薬〒252-0231 （後発調２）第2942号      平成29年12月 1日
     相薬4064 局 相模原市中央区相模原４－１－２
     １
     042-707-0020  (042-707-0090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  688264,066.2 ａｋ薬局　相模大野店〒252-0303 （後発調２）第2899号      平成29年11月 1日
     相薬4066 相模原市南区相模大野６－１９－
     １７
     042-766-5122  (042-766-5122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  689264,071.2 やまぶき薬局　相模大〒252-0303 （後発調２）第3021号      平成30年 1月 1日
     相薬4071 野店 相模原市南区相模大野７－６－１
     ３
     042-701-8032  (042-701-8033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  690268,271.4 ヒキチ薬局 〒252-0317 （後発調２）第2609号      平成29年 3月 1日
     相薬271 相模原市南区御園２－６－１－１
     042-747-5563  (042-741-7300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  691268,280.5 かもめ薬局 〒252-0244 （後発調２）第2699号      平成29年 5月 1日
     相薬280 相模原市中央区田名４４２３－５
     042-760-1801  (042-760-1802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  692268,289.6 ぞうさん薬局 〒252-0239 （後発調２）第2330号      平成28年 9月 1日
     相薬289 相模原市中央区中央６－５－１２
     042-751-8778  (042-751-3450)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  693268,292.0 相原薬局 〒252-0141 （後発調２）第1725号      平成28年 4月 1日
     相薬292 相模原市緑区相原５－１３－２
     042-779-9173  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  694268,311.8 十字薬局古淵店 〒252-0344 （後発調２）第2177号      平成28年 7月 1日
     相薬311 相模原市南区古淵２－１４－１２
     プライムガーデンＩ１Ｆ
     042-751-6208  (042-751-6348)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    182

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  695268,313.4 かめい薬局　相原台店〒252-0141 （後発調２）第1620号      平成28年 4月 1日
     相薬313 相模原市緑区相原２－１２－１０
     042-779-1167  (042-779-1167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  696268,315.9 あらい薬局　渕野辺店〒252-0234 （後発調２）第1592号      平成28年 4月 1日
     相薬315 相模原市中央区共和１－３－４０
     エステート共和１階　Ｂ号室
     042-786-4655  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  697268,322.5 日本調剤　相模原薬局〒252-0231 （後発調２）第2013号      平成28年 4月 1日
     相薬322 相模原市中央区相模原４－１－２
     ０アルファビル１階
     042-751-9429  (042-751-9598)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  698268,327.4 コスモス薬局 〒252-0304 （後発調２）第2081号      平成28年 5月 1日
     相薬327 相模原市南区旭町２３－１６
     0427-67-0531  (0427-67-0532)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  699268,334.0 エムシー薬局　渕野辺〒252-0206 （後発調２）第2724号      平成29年 6月 1日
     相薬334 店 相模原市中央区渕野辺３－３－６
     第５ＳＫビル１階Ａ
     042-769-1461  (042-769-1461)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  700268,353.0 薬樹薬局　矢部 〒252-0206 （後発調２）第2760号      平成29年 7月 1日
     相薬353 相模原市中央区渕野辺１－２－３
     １デルフィー矢部１Ｆ
     042-730-4621  (042-730-4622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  701268,357.1 ひまわり調剤薬局 〒252-0318 （後発調２）第1769号      平成28年 4月 1日
     相薬357 相模原市南区上鶴間本町１－３８
     －３２
     042-740-0938  (042-740-0938)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  702268,359.7 メープル薬局 〒252-0233 （後発調２）第1621号      平成28年 4月 1日
     相薬359 相模原市中央区鹿沼台１－７－７
     ＳＳビル１Ｆ
     042-730-5322  (042-730-5322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  703268,361.3 フロンティア薬局麻溝〒252-0328 （後発調２）第2661号      平成29年 4月 1日
     相薬361 台店 相模原市南区麻溝台１－２－１０
     042-741-7821  (042-741-7836)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  704268,362.1 かもめ薬局　北里健康〒252-0329 （後発調２）第2900号      平成29年11月 1日
     相薬362 館 相模原市南区北里２－１８－１０
     042-777-5300  (042-777-5330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    183

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  705268,363.9 日本調剤　北里薬局 〒252-0328 （後発調２）第2151号      平成28年 6月 1日
     相薬363 相模原市南区麻溝台１－２－２３
     042-701-0850  (042-701-0853)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  706268,364.7 あい薬局相模原店 〒252-0328 （後発調２）第2545号      平成29年 2月 1日
     相薬364 相模原市南区麻溝台１－２－２９
     042-701-2831  (042-701-2832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  707268,374.6 クリエイト薬局相模原〒252-0231 （後発調２）第2547号      平成29年 2月 1日
     相薬374 五丁目店 相模原市中央区相模原５－８－２
     042-756-1966  (042-786-6326)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  708268,385.2 橋本ひかり薬局 〒252-0143 （後発調２）第1645号      平成28年 4月 1日
     相薬385 相模原市緑区橋本２－４－４
     042-700-3818  (042-700-3817)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  709268,399.3 あきほ薬局 〒252-0202 （後発調２）第1646号      平成28年 4月 1日
     相薬399 相模原市中央区淵野辺本町２－１
     ６－２
     042-759-1137  (042-759-1037)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  710268,400.9 かみや薬局 〒252-0135 （後発調２）第1685号      平成28年 4月 1日
     相薬400 相模原市緑区大島１２９５－４
     042-761-3288  (042-761-3288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  711268,406.6 下九沢薬局 〒252-0254 （後発調２）第1770号      平成28年 4月 1日
     相薬406 相模原市中央区下九沢６６－１
     042-700-3150  (042-700-3150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  712268,419.9 ブルーム薬局上溝店 〒252-0243 （後発調２）第1593号      平成28年 4月 1日
     相薬419 相模原市中央区上溝４－１４－６
     042-764-2340  (042-764-2347)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  713268,420.7 アイ東薬局 〒252-0335 （後発調２）第2300号      平成28年 8月 1日
     相薬420 相模原市南区下溝６７４－１
     042-777-5755  (042-777-5755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  714268,424.9 十番館薬局相模原店 〒252-0231 （後発調２）第1843号      平成28年 4月 1日
     相薬424 相模原市中央区相模原１－１－１
     ９相模原イッツ２Ｆ
     042-750-8808  (042-750-8808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  715268,429.8 サンドラッグ　相模原〒252-0206 （後発調２）第1771号      平成28年 4月 1日
     相薬429 淵野辺薬局 相模原市中央区淵野辺１－１２－
     １６
     042-776-0478  (042-730-7946)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    184

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  716268,430.6 ことぶき薬局 〒252-0245 （後発調２）第1772号      平成28年 4月 1日
     相薬430 相模原市中央区田名塩田２－１６
     －３１
     042-778-6860  (042-778-6861)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  717268,431.4 オレンジ薬局　鹿沼台〒252-0233 （後発調２）第2863号      平成29年10月 1日
     相薬431 店 相模原市中央区鹿沼台２－２１－
     １５竹内ビル１Ｆ
     042-757-1125  (042-704-8620)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  718268,432.2 あい薬局　南橋本店 〒252-0253 （後発調２）第2663号      平成29年 4月 1日
     相薬432 相模原市中央区南橋本１－１２－
     １４
     042-779-7361  (042-700-1710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  719268,448.8 東橋本薬局 〒252-0144 （後発調２）第1773号      平成28年 4月 1日
     相薬448 相模原市緑区東橋本２－１９－９
     042-733-2714  (042-733-2715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  720268,451.2 プライム薬局橋本駅前〒252-0143 （後発調２）第3128号      平成30年 3月 1日
     相薬451 店 相模原市緑区橋本３－１４－１マ
     イランドⅡ橋本メディカルビル１
     Ｆ
     042-775-6453  (042-775-6454)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  721268,452.0 本町薬局 〒252-0202 （後発調２）第2943号      平成29年12月 1日
     相薬452 相模原市中央区淵野辺本町２－５
     －１７ローレルハイツ１０１号
     042-753-5446  (042-753-5446)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  722268,466.0 コスモス薬局 〒252-0153 （後発調２）第2257号      平成28年 8月 1日
     相薬466 相模原市緑区根小屋１５５０－３
     042-780-7082  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  723268,467.8 みどり調剤薬局 〒252-0159 （後発調２）第2082号      平成28年 5月 1日
     相薬467 相模原市緑区三ケ木２６５－１
     042-784-8511  (042-784-6467)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  724268,470.2 つくいメロン薬局 〒252-0157 （後発調２）第2208号      平成28年 7月 1日
     相薬470 相模原市緑区中野２２２－２
     042-780-6222  (042-780-6262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  725268,477.7 コクミン薬局　相模原〒252-0314 （後発調２）第1622号      平成28年 4月 1日
     相薬477 南台店 相模原市南区南台６－８－１７
     0427-40-5167  (0427-40-5167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    185

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  726268,484.3 かもめ薬局　なぎさ店〒252-0244 （後発調２）第2548号      平成29年 2月 1日
     相薬484 相模原市中央区田名４４２４－３
     042-764-3390  (042-764-3391)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  727268,488.4 まりも薬局 〒252-0325 （後発調２）第2301号      平成28年 8月 1日
     相薬488 相模原市南区新磯野３－３０－１
     　鈴木ビル１Ｆ
     046-205-0750  (046-205-0751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  728268,505.5 渕野辺ゾウサン薬局　〒252-0233 （後発調２）第2987号      平成30年 1月 1日
     相薬505 南口店 相模原市中央区鹿沼台１－１５－
     １９サンウッド淵野辺１階
     042-703-8331  (042-703-8332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  729268,507.1 すこやか薬局 〒252-0239 （後発調２）第2302号      平成28年 8月 1日
     相薬507 相模原市中央区中央４－３－２３
     042-730-4303  (042-730-4304)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  730268,511.3 ヤマグチ薬局　下九沢〒252-0134 （後発調２）第2801号      平成29年 8月 1日
     相薬511 店 相模原市緑区下九沢１９１２－１
     －Ｂ
     042-764-5551  (042-764-5550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  731268,516.2 アリス薬局 〒252-0314 （後発調２）第1922号      平成28年 4月 1日
     相薬516 相模原市南区南台５－１０－３０
     042-707-7786  (042-707-7628)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  732268,525.3 クリエイトエス・ディ〒252-0333 （後発調２）第2944号      平成29年12月 1日
     相薬525 ー相模原東大沼店薬局相模原市南区東大沼３－３０－２
     ２
     042-767-5313  (042-767-5318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  733268,535.2 たんぽぽ薬局 〒252-0238 （後発調２）第2083号      平成28年 5月 1日
     相薬535 相模原市中央区星が丘４－２－６
     ０星が丘オオヤビル２Ｆ
     042-757-9030  (042-757-9031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  734268,537.8 スギ薬局　相模原古淵〒252-0344 （後発調２）第2988号      平成30年 1月 1日
     相薬537 店 相模原市南区古淵２－５－４
     042-786-1731  (042-750-8470)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  735268,545.1 ぞうさん薬局　青葉店〒252-0224 （後発調２）第2303号      平成28年 8月 1日
     相薬545 相模原市中央区青葉３－２４－１
     042-707-4851  (042-707-4852)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    186

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  736268,549.3 めぐみ薬局 〒252-0344 （後発調２）第2700号      平成29年 5月 1日
     相薬549 相模原市南区古淵３－２６－１７
     042-743-6829  (042-747-9500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  737268,551.9 たから薬局　相模原店〒252-0135 （後発調２）第3129号      平成30年 3月 1日
     相薬551 相模原市緑区大島８６６－３
     042-713-3440  (042-713-3441)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  738268,560.0 さくら薬局　津久井店〒252-0157 （後発調２）第2210号      平成28年 7月 1日
     相薬560 相模原市緑区中野２６７－１０
     042-784-6355  (042-780-7030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  739268,567.5 スギ薬局　相模原下九〒252-0254 （後発調２）第2611号      平成29年 3月 1日
     相薬567 沢店 相模原市中央区下九沢５７－１　
     ヤオコー相模原下九沢店内
     042-775-5955  (042-775-0234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  740268,569.1 ヤマグチ薬局　津久井〒252-0157 （後発調２）第2109号      平成28年 6月 1日
     相薬569 中野店 相模原市緑区中野２１８－８　ヤ
     マニ津久井ビル１Ｆ
     042-780-5550  (042-780-5503)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  741268,570.9 日本調剤　相模大野薬〒252-0303 （後発調２）第2014号      平成28年 4月 1日
     相薬570 局 相模原市南区相模大野３－１６－
     １１　大矢ビル１Ｆ
     042-701-3351  (042-701-3352)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  742268,571.7 かもめ薬局大野台店 〒252-0331 （後発調２）第2498号      平成29年 1月 1日
     相薬571 相模原市南区大野台６－１９－１
     ２　大野台クリニックビル
     042-707-1600  (042-707-1601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  743268,576.6 クリエイト薬局　相模〒252-0328 （後発調２）第2966号      平成29年12月 1日
     相薬576 原北里店 相模原市南区麻溝台３－１－３８
     042-767-5221  (042-767-5223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  744268,577.4 さくら薬局　相模原松〒252-0313 （後発調２）第2989号      平成30年 1月 1日
     相薬577 が枝店 相模原市南区松が枝町１９－８
     042-746-6555  (042-705-6680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  745268,578.2 オレンジ薬局　相南店〒252-0312 （後発調２）第2802号      平成29年 8月 1日
     相薬578 相模原市南区相南１－２２－６
     042-705-8015  (042-705-8016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  746268,581.6 ぞうさん薬局　原宿南〒252-0103 （後発調２）第2865号      平成29年10月 1日
     相薬581 店 相模原市緑区原宿南１－９－１
     042-851-2773  (042-851-2774)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    187

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  747268,591.5 ビリーブ薬局 〒252-0241 （後発調２）第1726号      平成28年 4月 1日
     相薬591 相模原市中央区横山台２－５－１
     042-704-3688  (042-704-3689)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  748268,597.2 かもめ薬局　相模台店〒252-0321 （後発調２）第2550号      平成29年 2月 1日
     相薬597 相模原市南区相模台７－３６－２
     ３
     042-705-3671  (042-705-3672)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  749268,599.8 わかば薬局　相模原緑〒252-0135 （後発調２）第3130号      平成30年 3月 1日
     相薬599 店 相模原市緑区大島１５８６－１
     042-764-6826  (042-764-6827)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  750268,600.4 薬局マツモトキヨシ相〒252-0335 （後発調２）第3131号      平成30年 3月 1日
     相薬600 模原麻溝店 相模原市南区下溝７５６－６
     042-777-6556  (042-777-6556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  751268,601.2 加藤薬局橋本店 〒252-0134 （後発調２）第1923号      平成28年 4月 1日
     相薬601 相模原市緑区下九沢１７７９－１
     042-713-3160  (042-713-3164)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  752268,608.7 ローソンクオール薬局〒252-0303 （後発調２）第2152号      平成28年 6月 1日
     相薬608 相模大野北口店 相模原市南区相模大野３－３－１
     －２０１
     042-767-2889  (042-767-2890)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  753268,617.8 徳永薬局　相武台在宅〒252-0324 （後発調２）第2211号      平成28年 7月 1日
     相薬617 センター 相模原市南区相武台１－２６－１
     ３コーポあーさ相武台１Ｆ
     046-204-8270  (046-204-8271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  754268,618.6 りぼん薬局 〒252-0334 （後発調２）第3132号      平成30年 3月 1日
     相薬618 相模原市南区若松５－２４－７
     042-711-6680  (042-711-6681)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  755268,619.4 あけぼの薬局 〒252-0303 （後発調２）第2990号      平成30年 1月 1日
     相薬619 相模原市南区相模大野６－１－１
     042-742-2865  (042-742-0366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  756268,627.7 本木薬局　相模大野店〒252-0303 （後発調２）第2762号      平成29年 7月 1日
     相薬627 相模原市南区相模大野６－２－９
     042-701-8460  (042-701-8393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  757274,000.9 リブラ薬局　三浦店 〒238-0101 （後発調２）第2763号      平成29年 7月 1日
     浦市薬4000 三浦市南下浦町上宮田１５２７－
     ８
     046-845-5511  (046-845-5539)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    188

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  758278,035.1 ぼーしゅうや薬局 〒238-0101 （後発調２）第1776号      平成28年 4月 1日
     浦市薬35 三浦市南下浦町上宮田３２５７－
     １
     0468-89-0888  (0468-88-0195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  759278,040.1 わかば薬局　三浦 〒238-0115 （後発調２）第2945号      平成29年12月 1日
     浦市薬40 三浦市初声町高円坊１１４６
     046-889-0791  (046-889-1927)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  760278,045.0 三浦海岸薬局 〒238-0101 （後発調２）第2349号      平成28年 9月 1日
     浦市薬45 三浦市南下浦町上宮田３２０２－
     ４
     046-888-7503  (046-888-7504)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  761278,047.6 日本調剤　油壺薬局 〒238-0224 （後発調２）第2015号      平成28年 4月 1日
     浦市薬47 三浦市三崎町諸磯１９０２－１
     046-880-1225  (046-880-1226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  762278,048.4 マーメイド薬局 〒238-0101 （後発調２）第1687号      平成28年 4月 1日
     浦市薬48 三浦市南下浦町上宮田３１２５－
     １
     046-876-5318  (046-876-5319)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  763280,053.0 東海薬局 〒257-0003 （後発調２）第2212号      平成28年 7月 1日
     秦薬53 秦野市南矢名４－９－５
     0463-76-6650  (0463-76-6651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  764280,055.5 わかば調剤薬局本店 〒257-0031 （後発調２）第2991号      平成30年 1月 1日
     秦薬55 秦野市曽屋２－１０－５
     0463-84-7661  (0463-84-7664)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  765284,007.2 秦野薬局 〒257-0031 （後発調２）第2350号      平成28年 9月 1日
     秦薬4007 秦野市曽屋３５１２－１グランド
     エンブレム秦野１０１
     0463-79-9591  (0463-79-5978)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  766284,011.4 ココカラ薬局 〒257-0034 （後発調２）第2461号      平成28年12月 1日
     秦薬4011 秦野市大秦町１－１０　秦野アル
     ファビル１Ｆ
     0463-72-8712  (0463-72-8713)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  767284,013.0 しいの木薬局　ほりに〒259-1331 （後発調２）第2835号      平成29年 9月 1日
     秦薬4013 し店 秦野市堀西１６－７
     0463-72-8640  (0463-72-8642)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    189

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  768284,014.8 おりぃぶ薬局 〒257-0011 （後発調２）第2946号      平成29年12月 1日
     秦薬4014 秦野市尾尻４８２－１　メディカ
     ルフォート秦野南
     0463-81-9335  (0463-81-9345)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  769284,015.5 秦野調剤薬局 〒257-0042 （後発調２）第2740号      平成29年 5月 1日
     秦薬4015 秦野市寿町４－１６　宇山ビル１
     Ｆ
     0463-84-7906  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  770288,057.3 佐野十全堂薬局　上宿〒257-0043 （後発調２）第1688号      平成28年 4月 1日
     秦薬57 店 秦野市栄町４－１１
     0463-81-7231  (0463-81-7231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  771288,073.0 ひまわり調剤薬局今泉〒257-0014 （後発調２）第1623号      平成28年 4月 1日
     秦薬73 店 秦野市今泉３３７－６
     0463-85-4133  (0463-85-4138)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  772288,085.4 日本調剤　秦野薬局 〒257-0017 （後発調２）第2016号      平成28年 4月 1日
     秦薬85 秦野市立野台１－２－３
     0463-85-3126  (0463-85-3128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  773288,098.7 薬局マツモトキヨシ秦〒257-0017 （後発調２）第2901号      平成29年11月 1日
     秦薬98 野南が丘店 秦野市立野台１－２－１
     0463-80-2510  (0463-80-2510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  774288,109.2 ほほえみ薬局 〒257-0003 （後発調２）第1778号      平成28年 4月 1日
     秦薬109 秦野市南矢名１－５－３
     0463-73-8850  (0463-73-8851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  775288,110.0 そうごう薬局　東海大〒257-0006 （後発調２）第1924号      平成28年 4月 1日
     秦薬110 学前店 秦野市北矢名１３０９－１　ハレ
     クラニ１Ｆ　Ａ－１
     0463-77-3081  (0463-76-3082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  776288,118.3 クリエイト薬局秦野東〒257-0003 （後発調２）第2462号      平成28年12月 1日
     秦薬118 海大駅前店 秦野市南矢名１－１６－８
     0463-69-1373  (0463-69-1374)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  777290,084.3 ヤマグチ薬局上荻野店〒243-0201 （後発調２）第1648号      平成28年 4月 1日
     厚薬84 厚木市上荻野１６６１
     046-241-7735  (046-241-7884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  778294,000.5 クリエイト薬局厚木妻〒243-0812 （後発調２）第2305号      平成28年 8月 1日
     厚薬4000 田店 厚木市妻田北１－１７－１８
     046-294-1681  (046-294-1682)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    190

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  779294,002.1 アイ厚木薬局 〒243-0018 （後発調２）第2866号      平成29年10月 1日
     厚薬4002 厚木市中町２－８－７グランデ本
     厚木中町１Ｆ
     046-204-7472  (046-205-0229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  780294,003.9 なかよし薬局栄店 〒243-0018 （後発調２）第1925号      平成28年 4月 1日
     厚薬4003 厚木市中町３－１４－６尾張屋ビ
     ル１Ｆ
     046-224-6688  (046-224-7711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  781294,004.7 たかたみ薬局 〒243-0016 （後発調２）第1779号      平成28年 4月 1日
     厚薬4004 厚木市田村町１－３
     046-204-9858  (046-204-9859)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  782294,008.8 スギ薬局厚木恩名店 〒243-0032 （後発調２）第3133号      平成30年 3月 1日
     厚薬4008 厚木市恩名１－１６－５８
     046-297-3831  (046-223-0766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  783294,012.0 アイン薬局本厚木店 〒243-0004 （後発調２）第2153号      平成28年 6月 1日
     厚薬4012 厚木市水引１－１７－３
     046-297-0088  (046-297-0087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  784294,017.9 さくら調剤さがみ薬局〒243-0801 （後発調２）第2213号      平成28年 7月 1日
     厚薬4017 厚木市上依知１８０－２
     046-280-4935  (046-280-4937)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  785294,019.5 アイン薬局厚木中町店〒243-0018 （後発調２）第2902号      平成29年11月 1日
     厚薬4019 厚木市中町３－１２－１６　１Ｆ
     046-259-8912  (046-259-8913)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  786294,022.9 キラリ薬局厚木店 〒243-0004 （後発調２）第2803号      平成29年 8月 1日
     厚薬4022 厚木市水引１－１４－１２
     046-259-8206  (046-259-8207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  787294,024.5 クリエイト薬局厚木中〒243-0018 （後発調２）第2867号      平成29年10月 1日
     厚薬4024 町店 厚木市中町１－１－３　厚木シテ
     ィプラザ１Ｆ
     046-297-0166  (046-297-0167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  788294,026.0 くるみ薬局厚木店 〒243-0018 （後発調２）第2947号      平成29年12月 1日
     厚薬4026 厚木市中町１－６－７
     046-204-7377  (046-204-7397)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  789294,029.4 さつき調剤薬局 〒243-0003 （後発調２）第2883号      平成29年10月 1日
     厚薬4029 厚木市寿町２－７－１
     046-221-0561  (046-221-0561)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    191

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  790298,093.6 まつかげ台薬局 〒243-0201 （後発調２）第2551号      平成29年 2月 1日
     厚薬93 厚木市上荻野１１８５－４
     0462-91-1612  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  791298,100.9 竹下調剤薬局 〒243-0203 （後発調２）第2764号      平成29年 7月 1日
     厚薬100 厚木市下荻野１１７２
     046-241-5417  (046-241-5427)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  792298,112.4 薬局マツモトキヨシ厚〒243-0816 （後発調２）第2868号      平成29年10月 1日
     厚薬112 木林店 厚木市林１－１３－１２
     046-221-1261  (046-221-1261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  793298,114.0 わかば薬局厚木店 〒243-0004 （後発調２）第1846号      平成28年 4月 1日
     厚薬114 厚木市水引１－１５－７
     046-297-5880  (046-297-5881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  794298,115.7 モリノ薬局 〒243-0815 （後発調２）第2258号      平成28年 8月 1日
     厚薬115 厚木市妻田西３－１３－３６
     046-297-6161  (046-297-6162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  795298,116.5 薬樹薬局　厚木水引 〒243-0004 （後発調２）第2084号      平成28年 5月 1日
     厚薬116 厚木市水引１－１７－６
     046-297-5103  (046-297-5104)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  796298,118.1 愛甲調剤薬局 〒243-0035 （後発調２）第1926号      平成28年 4月 1日
     厚薬118 厚木市愛甲１－８－８富安ビル１
     Ｆ
     046-248-5887  (046-248-5816)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  797298,129.8 さくらんぼ薬局 〒243-0203 （後発調２）第2992号      平成30年 1月 1日
     厚薬129 厚木市下荻野１２１２－１
     046-291-1732  (046-291-1732)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  798298,139.7 なの花薬局 〒243-0014 （後発調２）第2388号      平成28年10月 1日
     厚薬139 厚木市旭町３－１６－９
     046-228-5759  (046-228-5759)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  799298,142.1 なかよし薬局　妻田店〒243-0813 （後発調２）第2552号      平成29年 2月 1日
     厚薬142 厚木市妻田東１－２３－６
     046-222-2801  (046-222-2802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  800298,143.9 スギ薬局　厚木愛甲店〒243-0035 （後発調２）第3052号      平成30年 2月 1日
     厚薬143 厚木市愛甲２－１３－１７
     046-270-2161  (046-247-8460)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    192

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  801298,146.2 厚木つまだ薬局 〒243-0815 （後発調２）第2553号      平成29年 2月 1日
     厚薬146 厚木市妻田西３－１３－２５
     046-240-8883  (046-296-7772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  802298,150.4 さくら薬局　厚木飯山〒243-0213 （後発調２）第1927号      平成28年 4月 1日
     厚薬150 店 厚木市飯山２１１９－７
     046-243-4851  (046-243-4852)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  803298,163.7 ハニー薬局 〒243-0812 （後発調２）第1928号      平成28年 4月 1日
     厚薬163 厚木市妻田北３－１－１０
     046-221-8805  (046-221-9206)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  804300,066.8 有限会社ユーディー薬〒242-0017 （後発調２）第1649号      平成28年 4月 1日
     大和薬66 局 大和市大和東２－５－３
     046-264-4193  (046-264-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  805300,077.5 薬樹薬局　光が丘 〒242-0016 （後発調２）第1929号      平成28年 4月 1日
     大和薬77 大和市大和南２－５－２４
     046-264-0973  (046-264-0984)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  806300,101.3 有限会社　林間薬局 〒242-0003 （後発調２）第2836号      平成29年 9月 1日
     大和薬101 大和市林間２－２１－３
     046-276-5637  (046-277-3331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  807300,107.0 有限会社　都商会アミ〒242-0005 （後発調２）第2259号      平成28年 8月 1日
     大和薬107 ー薬局 大和市西鶴間３－５－６－１１４
     0462-64-9381  (046-264-7347)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  808300,126.0 大和桜ケ丘薬局 〒242-0024 （後発調２）第2154号      平成28年 6月 1日
     大和薬126 大和市福田１－１０－１
     046-269-9622  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  809300,128.6 薬樹薬局　大和 〒242-0018 （後発調２）第1930号      平成28年 4月 1日
     大和薬128 大和市深見西８－２－１２
     046-262-7071  (046-262-7072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  810304,001.1 まごころ薬局 〒242-0007 （後発調２）第2110号      平成28年 6月 1日
     大和薬4001 大和市中央林間５－４－１
     046-240-6795  (046-240-6796)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  811304,007.8 やまと東薬局 〒242-0017 （後発調２）第2948号      平成29年12月 1日
     大和薬4007 大和市大和東１－８－９定信ビル
     Ⅱ　１Ｆ
     046-206-5371  (046-206-5372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    193

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  812304,009.4 スマイル薬局大和駅前〒242-0021 （後発調２）第1651号      平成28年 4月 1日
     大和薬4009 店 大和市中央１－１－２０神崎ビル
     １Ｆ
     046-259-7421  (046-259-7423)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  813304,011.0 調剤薬局ツルハドラッ〒242-0003 （後発調２）第1650号      平成28年 4月 1日
     大和薬4011 グ南林間駅前店 大和市林間２－１－１南林間リバ
     ゲイン１Ｆ
     046-271-7268  (046-271-7268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  814304,013.6 さくら薬局　大和深見〒242-0013 （後発調２）第1931号      平成28年 4月 1日
     大和薬4013 台店 大和市深見台３－５－３０深見台
     レジデンス第２－Ａ
     046-200-2271  (046-200-2272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  815304,015.1 あけぼの薬局　大和店〒242-0015 （後発調２）第1847号      平成28年 4月 1日
     大和薬4015 大和市下和田８１６－１２
     046-279-5150  (046-279-5151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  816304,017.7 つきみ野薬局 〒242-0002 （後発調２）第3134号      平成30年 3月 1日
     大和薬4017 大和市つきみ野４－５－１
     046-275-1275  (046-275-1299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  817304,018.5 アイン薬局　中央林間〒242-0007 （後発調２）第2725号      平成29年 6月 1日
     大和薬4018 店 大和市中央林間４－１５－３ジャ
     ストイン中央林間１Ｆ
     046-271-7773  (046-271-7774)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  818304,019.3 大和ファーマシー 〒242-0017 （後発調２）第2389号      平成28年10月 1日
     大和薬4019 大和市大和東２－５－１２
     046-264-3611  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  819304,020.1 まごころ薬局　桜ヶ丘〒242-0024 （後発調２）第1780号      平成28年 4月 1日
     大和薬4020 店 大和市福田２－８－１
     046-259-5755  (046-259-5756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  820304,022.7 ひらり薬局 〒242-0024 （後発調２）第2463号      平成28年12月 1日
     大和薬4022 大和市福田６－８－７　１号室
     046-206-5027  (046-206-5028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  821304,023.5 プラチナ薬局　高座渋〒242-0024 （後発調２）第2367号      平成28年 8月 1日
     大和薬4023 谷店 大和市福田１９６５－２
     046-201-0337  (046-201-0338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  822304,024.3 ハックドラッグ桜ヶ丘〒242-0024 （後発調２）第2612号      平成29年 3月 1日
     大和薬4024 駅前薬局 大和市福田２－３－１
     046-279-5030  (046-279-5031)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    194

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  823304,025.0 グリーン薬局 〒242-0006 （後発調２）第2903号      平成29年11月 1日
     大和薬4025 大和市南林間９－１－１７
     046-273-0391  (046-204-6789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  824308,140.3 オレンジ薬局 〒242-0006 （後発調２）第1594号      平成28年 4月 1日
     大和薬140 大和市南林間２－１８－２２
     046-272-8895  (046-272-8897)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  825308,150.2 あおぞら薬局 〒242-0007 （後発調２）第2431号      平成28年11月 1日
     大和薬150 大和市中央林間３－３－８
     046-271-1480  (046-271-1482)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  826308,151.0 千本桜薬局 〒242-0024 （後発調２）第2214号      平成28年 7月 1日
     大和薬151 大和市福田３５９５－８
     046-279-4150  (046-279-4151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  827308,160.1 ひかり薬局つきみ野店〒242-0001 （後発調２）第2993号      平成30年 1月 1日
     大和薬160 大和市下鶴間５２１－１
     046-278-6221  (046-278-6222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  828308,165.0 くろだ薬局 〒242-0007 （後発調２）第1690号      平成28年 4月 1日
     大和薬165 大和市中央林間３－２－６
     046-276-0044  (046-204-4847)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  829308,183.3 大和深見西薬局 〒242-0018 （後発調２）第2464号      平成28年12月 1日
     大和薬183 大和市深見西８－２－１３
     046-262-8151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  830308,186.6 日本調剤　深見薬局 〒242-0018 （後発調２）第2017号      平成28年 4月 1日
     大和薬186 大和市深見西８－４－６
     046-200-2320  (046-200-3267)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  831308,194.0 みらい薬局　大和店 〒242-0021 （後発調２）第2465号      平成28年12月 1日
     大和薬194 大和市中央１－７－２１加藤ビル
     １Ｆ
     046-265-6861  (046-265-6862)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  832308,196.5 メディスンショップ西〒242-0024 （後発調２）第1849号      平成28年 4月 1日
     大和薬196 口駅前薬局 大和市福田２００４エクレール渋
     谷１Ｆ
     046-267-3310  (046-205-5916)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  833308,197.3 のぞみ薬局　２号店 〒242-0007 （後発調２）第1595号      平成28年 4月 1日
     大和薬197 大和市中央林間３－１２－１５
     046-272-5599  (046-272-5599)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    195

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  834308,198.1 のぞみ薬局 〒242-0007 （後発調２）第2155号      平成28年 6月 1日
     大和薬198 大和市中央林間５－１－４
     046-278-6778  (046-278-6778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  835308,203.9 クオール薬局　大和店〒242-0029 （後発調２）第2466号      平成28年12月 1日
     大和薬203 大和市上草柳１－３－１
     046-264-0750  (046-264-3932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  836308,204.7 カナエ調剤薬局 〒242-0002 （後発調２）第2613号      平成29年 3月 1日
     大和薬204 大和市つきみ野７－１３－２２
     046-277-1078  (046-274-2539)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  837308,208.8 オレンジ薬局 〒242-0024 （後発調２）第2156号      平成28年 6月 1日
     大和薬208 大和市福田１８２７－１１
     046-279-6722  (046-279-6699)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  838308,210.4 すずらん薬局 〒242-0007 （後発調２）第1596号      平成28年 4月 1日
     大和薬210 大和市中央林間４－１１－１７
     046-240-8800  (046-240-8808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  839308,214.6 高座渋谷薬局 〒242-0024 （後発調２）第2555号      平成29年 2月 1日
     大和薬214 大和市福田２０２１－２駅前複合
     ビルＩＫＯＺＡ１Ｆ
     046-244-5335  (046-244-5336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  840308,218.7 ヤマグチ薬局　大和店〒242-0018 （後発調２）第2726号      平成29年 6月 1日
     大和薬218 大和市深見西３－１－１７－１
     046-200-3031  (046-200-3032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  841308,220.3 みどり薬局　大和 〒242-0018 （後発調２）第1933号      平成28年 4月 1日
     大和薬220 大和市深見西３－１－２３
     046-200-0821  (046-200-0822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  842308,221.1 六条薬局 〒242-0006 （後発調２）第2306号      平成28年 8月 1日
     大和薬221 大和市南林間５－１０－６
     046-272-2378  (046-272-2378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  843308,222.9 シーエス薬局　大和店〒242-0017 （後発調２）第1691号      平成28年 4月 1日
     大和薬222 大和市大和東１－９－２４　山川
     ビル１Ｆ　Ｂ号室
     046-200-2531  (046-200-2532)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  844308,226.0 イオン薬局　大和店 〒242-0015 （後発調２）第2117号      平成28年 6月 1日
     大和薬226 大和市下和田１２１６－１
     046-269-6310  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    196

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  845308,227.8 かもめ薬局　高座渋谷〒242-0024 （後発調２）第2157号      平成28年 6月 1日
     大和薬227 店 大和市福田２０２８－２５　ガラ
     ス張りのビル１Ｆ
     046-240-6500  (046-240-6677)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  846308,228.6 ウエルシア薬局　大和〒242-0001 （後発調２）第2804号      平成29年 8月 1日
     大和薬228 中央林間店 大和市下鶴間１５９９－２
     046-278-2377  (046-278-2378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  847308,232.8 わかば薬局　中央林間〒242-0007 （後発調２）第2805号      平成29年 8月 1日
     大和薬232 店 大和市中央林間３－１１－１サン
     ケイビルⅢ　３Ｆ
     046-200-9137  (046-200-9138)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  848308,233.6 日本調剤　南林間駅前〒242-0003 （後発調２）第2018号      平成28年 4月 1日
     大和薬233 薬局 大和市林間２－１－２４－１Ｆ
     046-271-6471  (046-271-6472)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  849308,234.4 大和中央薬局 〒242-0021 （後発調２）第1781号      平成28年 4月 1日
     大和薬234 大和市中央７－１４－５－２
     046-200-9706  (046-200-9706)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  850308,238.5 日本調剤中央林間薬局〒242-0007 （後発調２）第2500号      平成29年 1月 1日
     大和薬238 大和市中央林間３－２－１０中央
     林間アネックスＢ１Ｆ
     046-271-6620  (046-271-6621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  851308,242.7 ウエルシア薬局大和南〒242-0016 （後発調２）第1852号      平成28年 4月 1日
     大和薬242 店 大和市大和南１－１２－１６
     046-200-3105  (046-200-2689)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  852308,246.8 セイジョー薬局中央林〒242-0007 （後発調２）第2994号      平成30年 1月 1日
     大和薬246 間店 大和市中央林間４－１４－２５中
     央林間大塚ビル
     046-278-2421  (046-278-2421)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  853308,247.6 桜森薬局 〒242-0028 （後発調２）第1934号      平成28年 4月 1日
     大和薬247 大和市桜森３－７－１８　２Ｆ
     046-240-1772  (046-240-1773)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  854310,094.8 株式会社大村薬局野庭〒234-0056 （後発調２）第2806号      平成29年 8月 1日
     港南薬94 支店 横浜市港南区野庭町６１０
     045-844-5598  (045-844-5599)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  855310,113.6 有限会社　松崎薬局 〒233-0016 （後発調２）第1727号      平成28年 4月 1日
     港南薬113 横浜市港南区下永谷３－７－１１
     045-822-4566  (045-822-4557)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    197

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  856310,116.9 ゆたか薬局上永谷店 〒233-0012 （後発調２）第2245号      平成28年 7月 1日
     港南薬116 横浜市港南区上永谷３－１７－２
     ３
     045-844-2440  (045-842-0922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  857310,133.4 （株）秋本薬局港南台〒234-0054 （後発調２）第2501号      平成29年 1月 1日
     港南薬133 店 横浜市港南区港南台９－２８－１
     ２　高橋ビル
     045-832-4390  (045-832-7773)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  858310,143.3 有限会社ファーマシー〒233-0013 （後発調２）第3135号      平成30年 3月 1日
     港南薬143 丸山台 横浜市港南区丸山台２－３５－１
     045-844-7531  (045-844-7321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  859310,153.2 有限会社上永谷薬局 〒233-0012 （後発調２）第2178号      平成28年 7月 1日
     港南薬153 横浜市港南区上永谷２－１１－１
     －１１４
     045-845-2915  (045-845-7362)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  860310,157.3 サン薬局港南台駅前店〒234-0054 （後発調２）第1625号      平成28年 4月 1日
     港南薬157 横浜市港南区港南台４－７－２９
     045-831-1666  (045-831-1666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  861314,000.1 クリエイト薬局上永谷〒233-0013 （後発調２）第3136号      平成30年 3月 1日
     港南薬4000 駅前店 横浜市港南区丸山台１－１５－２
     ８マルエイビル１Ｆ
     045-840-5605  (045-840-5604)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  862314,003.5 癒しの森薬局 〒234-0054 （後発調２）第3053号      平成30年 2月 1日
     港南薬4003 横浜市港南区港南台５－１５－１
     ５
     045-367-9740  (045-367-9741)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  863314,017.5 ハックドラッグ港南台〒234-0054 （後発調２）第2703号      平成29年 5月 1日
     港南薬4017 薬局 横浜市港南区港南台４－２４－１
     ７
     045-830-5125  (045-830-5126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  864314,018.3 クリエイト薬局上永谷〒233-0013 （後発調２）第2837号      平成29年 9月 1日
     港南薬4018 駅北店 横浜市港南区丸山台１－５－７　
     上永谷医療ビル１Ｆ
     045-840-3081  (045-840-3082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  865314,019.1 めぐ薬局 〒234-0054 （後発調２）第2808号      平成29年 8月 1日
     港南薬4019 横浜市港南区港南台２－７－７
     045-836-2184  (045-836-2185)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    198

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  866314,020.9 阪神調剤薬局港南台医〒234-0054 （後発調２）第2869号      平成29年10月 1日
     港南薬4020 療モール店 横浜市港南区港南台５－２３－３
     ０　港南台医療モール１Ｆ
     045-836-2051  (045-836-2052)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  867314,021.7 わかば薬局 〒233-0008 （後発調２）第3054号      平成30年 2月 1日
     港南薬4021 横浜市港南区最戸１－７－１３
     045-325-8061  (045-325-8071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  868314,025.8 ひまわり薬局 〒234-0054 （後発調２）第3093号      平成30年 2月 1日
     港南薬4025 横浜市港南区港南台１－４７－１
     １
     045-831-8267  (045-831-8267)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  869318,193.0 大久保薬局 〒233-0007 （後発調２）第3055号      平成30年 2月 1日
     港南薬193 横浜市港南区大久保２－１６－３
     ９
     045-847-0518  (045-847-0517)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  870318,201.1 パンダ薬局 〒233-0016 （後発調２）第3137号      平成30年 3月 1日
     港南薬201 横浜市港南区下永谷５－８１－８
     045-827-1580  (045-827-1581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  871318,216.9 すずらん薬局 〒234-0052 （後発調２）第1935号      平成28年 4月 1日
     港南薬216 横浜市港南区笹下２－２０－３５
     045-845-2555  (045-845-2555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  872318,218.5 上大岡ファーマシー 〒233-0001 （後発調２）第1728号      平成28年 4月 1日
     港南薬218 横浜市港南区上大岡東２－３－１
     １
     045-840-6295  (045-840-6296)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  873318,226.8 カレン薬局南横浜店 〒233-0002 （後発調２）第2390号      平成28年10月 1日
     港南薬226 横浜市港南区上大岡西２－１－１
     ９
     045-841-8477  (045-841-8477)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  874318,231.8 ポピー薬局　上大岡店〒233-0007 （後発調２）第3056号      平成30年 2月 1日
     港南薬231 横浜市港南区大久保２－１２－１
     ４
     045-845-2785  (045-845-2786)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  875318,237.5 フレンズ薬局 〒233-0013 （後発調２）第1626号      平成28年 4月 1日
     港南薬237 横浜市港南区丸山台１－２－１　
     Ｌ－ウイング２Ｆ
     045-841-7809  (045-841-7809)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    199

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  876318,239.1 横浜薬局 〒233-0008 （後発調２）第1729号      平成28年 4月 1日
     港南薬239 横浜市港南区最戸１－４－１１
     045-730-6750  (045-730-6751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  877318,257.3 ながの薬局 〒233-0012 （後発調２）第2351号      平成28年 9月 1日
     港南薬257 横浜市港南区上永谷２－１１－１
     いずみプラザ上永谷１２０号
     045-374-3336  (045-374-3317)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  878318,260.7 かもめ薬局 〒233-0011 （後発調２）第2215号      平成28年 7月 1日
     港南薬260 横浜市港南区東永谷１－３３－１
     ４
     045-825-1348  (045-825-1348)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  879318,261.5 日本調剤　上大岡駅前〒233-0002 （後発調２）第2020号      平成28年 4月 1日
     港南薬261 薬局 横浜市港南区上大岡西１－１２－
     １１
     045-846-4992  (045-846-2293)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  880318,262.3 日本調剤　上大岡薬局〒233-0002 （後発調２）第2019号      平成28年 4月 1日
     港南薬262 横浜市港南区上大岡西１－１６－
     １７
     045-846-2294  (045-846-2295)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  881318,263.1 港南堂薬局 〒234-0051 （後発調２）第2021号      平成28年 4月 1日
     港南薬263 横浜市港南区日野９－１－１４
     045-842-8355  (045-842-8315)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  882318,264.9 日本調剤　上永谷駅前〒233-0013 （後発調２）第2022号      平成28年 4月 1日
     港南薬264 薬局 横浜市港南区丸山台２－１－１鈴
     栄ビル１Ｆ
     045-849-1051  (045-849-1052)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  883318,268.0 さくら薬局　横浜芹が〒233-0006 （後発調２）第2809号      平成29年 8月 1日
     港南薬268 谷店 横浜市港南区芹が谷２－８－１１
     芹が谷クリニックビル１Ｆ
     045-828-1825  (045-828-1826)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  884320,075.5 あさひ薬局　中沢店 〒241-0814 （後発調２）第2810号      平成29年 8月 1日
     旭薬75 横浜市旭区中沢１－４６－３
     045-364-0581  (045-366-5037)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  885320,089.6 ひかり薬局 〒241-0005 （後発調２）第1692号      平成28年 4月 1日
     旭薬89 横浜市旭区上白根１－１－１５
     045-954-2251  (045-954-2251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    200

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  886320,141.5 須田トビヒ薬局 〒241-0825 （後発調２）第1782号      平成28年 4月 1日
     旭薬141 横浜市旭区中希望が丘９４－５２
     045-391-0971  (045-391-0971)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  887320,150.6 株式会社　横浜調剤薬〒241-0801 （後発調２）第1730号      平成28年 4月 1日
     旭薬150 局 横浜市旭区若葉台３－６－１
     045-922-3322  (045-922-3345)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  888320,151.4 有限会社　近江調剤薬〒241-0826 （後発調２）第1652号      平成28年 4月 1日
     旭薬151 局 横浜市旭区東希望が丘２４２グリ
     ーンコーポ三ッ境１Ｆ
     045-391-3999  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  889324,002.5 内田薬局二俣川駅前店〒241-0821 （後発調２）第2111号      平成28年 6月 1日
     旭薬4002 横浜市旭区二俣川１－５－５
     045-465-4083  (045-465-4084)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  890324,004.1 たんぽぽ薬局二俣川店〒241-0814 （後発調２）第2159号      平成28年 6月 1日
     旭薬4004 横浜市旭区中沢１－４６－７　１
     階Ａ
     045-459-9411  (045-459-9412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  891324,009.0 薬樹薬局上白根２号店〒241-0002 （後発調２）第2391号      平成28年10月 1日
     旭薬4009 横浜市旭区上白根２－６６－２５
     045-959-0213  (045-959-0214)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  892324,011.6 シオン薬局 〒241-0803 （後発調２）第2995号      平成30年 1月 1日
     旭薬4011 横浜市旭区川井本町１１１－６
     045-959-1127  (045-959-1175)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  893324,012.4 薬樹薬局上白根 〒241-0002 （後発調２）第2432号      平成28年11月 1日
     旭薬4012 横浜市旭区上白根２－６６－２２
     045-959-1512  (045-959-1513)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  894324,015.7 アスター薬局旭店 〒241-0004 （後発調２）第2467号      平成28年12月 1日
     旭薬4015 横浜市旭区中白根３－１－３８
     045-442-4513  (045-442-4523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  895324,016.5 新成堂薬局中尾店 〒241-0815 （後発調２）第2949号      平成29年12月 1日
     旭薬4016 横浜市旭区中尾２－２－４
     045-459-6672  (045-459-6673)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  896324,017.3 ハックドラッグ若葉台〒241-0801 （後発調２）第2409号      平成28年 9月 1日
     旭薬4017 薬局 横浜市旭区若葉台３－４－１
     045-921-0897  (045-921-0889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    201

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  897324,020.7 ハックドラッグ希望が〒241-0825 （後発調２）第2996号      平成30年 1月 1日
     旭薬4020 丘ＳＣ薬局 横浜市旭区中希望が丘１７７－１
     　Ｋ－１ショッピングセンター２
     Ｆ
     045-360-6689  (045-360-6690)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  898324,021.5 そうごう薬局今宿店 〒241-0031 （後発調２）第2420号      平成28年10月11日
     旭薬4021 横浜市旭区今宿西町２８５－１
     045-951-1481  (045-951-1482)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  899324,023.1 鶴ヶ峰スマイル薬局 〒241-0022 （後発調２）第2664号      平成29年 4月 1日
     旭薬4023 横浜市旭区鶴ケ峰２－１－３
     045-520-3875  (045-520-3876)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  900324,024.9 株式会社秋本薬局鶴ヶ〒241-0022 （後発調２）第2904号      平成29年11月 1日
     旭薬4024 峰３号店 横浜市旭区鶴ケ峰２－１－２
     045-520-3440  (045-520-3447)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  901328,182.1 新成堂かみかわい薬局〒241-0802 （後発調２）第2637号      平成29年 4月 1日
     旭薬182 横浜市旭区上川井町５１０
     045-920-0570  (045-920-0571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  902328,186.2 クリエイトエス・ディ〒241-0826 （後発調２）第3138号      平成30年 3月 1日
     旭薬186 ー横浜希望が丘店薬局横浜市旭区東希望が丘１０１－１
     ４
     045-360-6353  (045-360-6354)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  903328,190.4 さくら調剤旭薬局 〒241-0014 （後発調２）第2307号      平成28年 8月 1日
     旭薬190 横浜市旭区市沢町３４６－２
     045-370-4810  (045-744-7782)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  904328,195.3 ドラッグセイムス　二〒241-0821 （後発調２）第3139号      平成30年 3月 1日
     旭薬195 俣川薬局 横浜市旭区二俣川２－３８－４
     045-366-4810  (045-367-7430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  905328,204.3 薬樹薬局　二俣川 〒241-0821 （後発調２）第2870号      平成29年10月 1日
     旭薬204 横浜市旭区二俣川１－５－５ＯＦ
     ＦＩＣＥ二俣川２　１Ｆ
     045-360-7805  (045-360-7825)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  906328,205.0 パル薬局　鶴ケ峰店 〒241-0005 （後発調２）第2217号      平成28年 7月 1日
     旭薬205 横浜市旭区白根３－１６－１４
     045-959-0135  (045-959-0136)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    202

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  907328,215.9 株式会社秋本薬局鶴ヶ〒241-0021 （後発調２）第2218号      平成28年 7月 1日
     旭薬215 峰２号店 横浜市旭区鶴ケ峰本町１－２－１
     ７
     045-958-2340  (045-951-3040)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  908328,217.5 さくら薬局　横浜鶴ヶ〒241-0022 （後発調２）第2219号      平成28年 7月 1日
     旭薬217 峰店 横浜市旭区鶴ヶ峰１－２０－１０
     045-381-6547  (045-373-7151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  909328,218.3 旭区薬事保健センター〒241-0821 （後発調２）第2502号      平成29年 1月 1日
     旭薬218 　あさがお薬局 横浜市旭区二俣川１－８８－２４
     045-442-5090  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  910328,219.1 日本調剤　中尾薬局 〒241-0815 （後発調２）第2023号      平成28年 4月 1日
     旭薬219 横浜市旭区中尾２－２－２１
     045-369-7251  (045-369-7252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  911328,226.6 日本調剤　二俣川薬局〒241-0821 （後発調２）第2024号      平成28年 4月 1日
     旭薬226 横浜市旭区二俣川１－４５－４３
     045-360-6720  (045-360-6721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  912328,227.4 健ナビ薬樹薬局　希望〒241-0825 （後発調２）第2220号      平成28年 7月 1日
     旭薬227 ヶ丘 横浜市旭区中希望が丘１３２高橋
     ビル
     045-360-8903  (045-360-8904)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  913328,229.0 クリエイト薬局旭南本〒241-0833 （後発調２）第3140号      平成30年 3月 1日
     旭薬229 宿店 横浜市旭区南本宿町３４－１
     045-355-1033  (045-355-1034)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  914330,162.9 フレンド調剤薬局 〒226-0025 （後発調２）第1693号      平成28年 4月 1日
     緑薬162 横浜市緑区十日市場町８２１－１
     －１Ｃ
     045-984-7104  (045-982-2660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  915330,192.6 ドラッグ池田霧が丘薬〒226-0016 （後発調２）第2997号      平成30年 1月 1日
     緑薬192 局 横浜市緑区霧が丘５－２６－２－
     ２０３
     045-921-5877  (045-921-5877)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  916334,003.1 ひばり薬局　鴨居店 〒226-0003 （後発調２）第2998号      平成30年 1月 1日
     緑薬4003 横浜市緑区鴨居１－４－４ハラハ
     イツ１－Ｂ
     045-482-3777  (045-482-4222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    203

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  917334,004.9 クリエイト薬局霧が丘〒226-0016 （後発調２）第2352号      平成28年 9月 1日
     緑薬4004 店 横浜市緑区霧が丘５－１－１４
     045-924-6160  (045-924-6162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  918334,006.4 さなえ薬局　台村店 〒226-0014 （後発調２）第2221号      平成28年 7月 1日
     緑薬4006 横浜市緑区台村町１９５
     045-482-5602  (045-482-5603)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  919334,007.2 しんせい薬局 〒226-0011 （後発調２）第2308号      平成28年 8月 1日
     緑薬4007 横浜市緑区中山町１９６－１　１
     ０１Ｂ
     045-938-5031  (045-938-5032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  920334,008.0 こうふく薬局　十日市〒226-0025 （後発調２）第2433号      平成28年11月 1日
     緑薬4008 場店 横浜市緑区十日市場町８４９－６
     　アドバンス第５　２Ｆ
     045-482-7013  (045-482-7023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  921334,009.8 徳永薬局　鴨居在宅セ〒226-0003 （後発調２）第2222号      平成28年 7月 1日
     緑薬4009 ンター 横浜市緑区鴨居３－３－３　安斉
     ビル１Ｆ
     045-507-4512  (045-507-4513)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  922334,010.6 ハックドラッグ鴨居薬〒226-0003 （後発調２）第2704号      平成29年 5月 1日
     緑薬4010 局 横浜市緑区鴨居１－８－２
     045-935-2089  (045-935-2090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  923334,012.2 台村つかさ薬局 〒226-0014 （後発調２）第2705号      平成29年 5月 1日
     緑薬4012 横浜市緑区台村町３０９－１
     045-932-3098  (045-932-3098)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  924334,015.5 緑野薬局 〒226-0011 （後発調２）第3057号      平成30年 2月 1日
     緑薬4015 横浜市緑区中山町３０５－２０
     045-931-7161  (045-933-3585)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  925338,216.5 やよい薬局 〒226-0025 （後発調２）第2727号      平成29年 6月 1日
     緑薬216 横浜市緑区十日市場町８２０－３
     第２サンワードビル１Ｆ
     045-989-3800  (045-989-3801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  926338,219.9 日本調剤　ながつた薬〒226-0027 （後発調２）第2025号      平成28年 4月 1日
     緑薬219 局 横浜市緑区長津田３－５－１
     045-989-6631  (045-989-6632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  927338,225.6 サングレース薬局霧が〒226-0016 （後発調２）第1694号      平成28年 4月 1日
     緑薬225 丘店 横浜市緑区霧が丘３－２－９
     045-923-1631  (045-923-1632)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    204

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  928338,235.5 さつき薬局 〒226-0003 （後発調２）第2160号      平成28年 6月 1日
     緑薬235 横浜市緑区鴨居１－１－２１
     045-933-0943  (045-933-3910)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  929338,245.4 日本調剤　みなみ台薬〒226-0018 （後発調２）第2026号      平成28年 4月 1日
     緑薬245 局 横浜市緑区長津田みなみ台４－４
     －４
     045-988-1625  (045-982-5673)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  930338,247.0 小田薬局 〒226-0011 （後発調２）第3141号      平成30年 3月 1日
     緑薬247 横浜市緑区中山町６０１－１
     045-308-9304  (045-308-9305)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  931338,252.0 みどりの丘薬局 〒226-0015 （後発調２）第2905号      平成29年11月 1日
     緑薬252 横浜市緑区三保町１８０３－２
     045-532-3800  (045-532-3801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  932338,253.8 うさぎ薬局 〒226-0018 （後発調２）第2112号      平成28年 6月 1日
     緑薬253 横浜市緑区長津田みなみ台６－２
     ４－１２
     045-508-9930  (045-508-9940)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  933338,258.7 薬樹薬局　霧が丘 〒226-0016 （後発調２）第1936号      平成28年 4月 1日
     緑薬258 横浜市緑区霧が丘３－８－１
     045-923-0887  (045-920-0575)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  934338,260.3 こうふく薬局　中山店〒226-0011 （後発調２）第1731号      平成28年 4月 1日
     緑薬260 横浜市緑区中山町３２０－５
     045-482-5306  (045-482-5307)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  935338,265.2 ひばり薬局　東本郷店〒226-0002 （後発調２）第2906号      平成29年11月 1日
     緑薬265 横浜市緑区東本郷１－２－１１
     045-472-6266  (045-472-6266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  936338,266.0 しろくま薬局 〒226-0003 （後発調２）第2085号      平成28年 5月 1日
     緑薬266 横浜市緑区鴨居３－１－６
     045-933-9755  (045-933-9755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  937338,267.8 志宝薬局長津田店 〒226-0027 （後発調２）第2504号      平成29年 1月 1日
     緑薬267 横浜市緑区長津田４－２－１８高
     木ビル１０１
     045-988-8133  (045-988-8138)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  938338,268.6 そうごう薬局　長津田〒226-0027 （後発調２）第1937号      平成28年 4月 1日
     緑薬268 店 横浜市緑区長津田４－１１－１５
     045-985-2131  (045-985-2132)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    205

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  939338,272.8 日本調剤　中山駅前薬〒226-0011 （後発調２）第2028号      平成28年 4月 1日
     緑薬272 局 横浜市緑区中山町１５７
     045-938-6301  (045-938-6308)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  940340,059.5 有限会社タチバナ薬局〒246-0022 （後発調２）第2392号      平成28年10月 1日
     瀬薬59 横浜市瀬谷区三ッ境２０番地の１
     ８
     045-365-6323  (045-366-5701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  941340,066.0 サクラ薬局 〒246-0014 （後発調２）第1938号      平成28年 4月 1日
     瀬薬66 横浜市瀬谷区中央１９－２
     045-303-8222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  942344,000.5 グラン薬局 〒246-0021 （後発調２）第1854号      平成28年 4月 1日
     瀬薬4000 横浜市瀬谷区二ツ橋町２１４－６
     045-459-6010  (045-459-6016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  943344,001.3 訪問薬樹薬局　瀬谷 〒246-0031 （後発調２）第1939号      平成28年 4月 1日
     瀬薬4001 横浜市瀬谷区瀬谷４－３０－２９
     045-303-7023  (045-304-0912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  944344,002.1 ウエルシア薬局瀬谷三〒246-0021 （後発調２）第2638号      平成29年 4月 1日
     瀬薬4002 ツ境店 横浜市瀬谷区二ツ橋町２０５
     045-360-3620  (045-360-3621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  945344,003.9 瀬谷ひかり薬局 〒246-0014 （後発調２）第2468号      平成28年12月 1日
     瀬薬4003 横浜市瀬谷区中央６－２０マルエ
     ツ瀬谷店３Ｆ
     045-300-3055  (045-300-3055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  946344,004.7 ふくろう薬局 〒246-0031 （後発調２）第2086号      平成28年 5月 1日
     瀬薬4004 横浜市瀬谷区瀬谷１－３０－１０
     045-465-6682  (045-465-6683)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  947344,005.4 ハックドラッグ三ツ境〒246-0022 （後発調２）第2950号      平成29年12月 1日
     瀬薬4005 南薬局 横浜市瀬谷区三ツ境１０－３
     045-369-1214  (045-369-1244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  948344,006.2 ハックドラッグ瀬谷駅〒246-0014 （後発調２）第2505号      平成29年 1月 1日
     瀬薬4006 北口薬局 横浜市瀬谷区中央３－１０
     045-300-2291  (045-300-2292)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  949344,007.0 アイセイ薬局　三ツ境〒246-0021 （後発調２）第2559号      平成29年 2月 1日
     瀬薬4007 店 横浜市瀬谷区二ツ橋町３０３－５
     045-369-7151  (045-369-7152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    206

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  950344,008.8 クリエイト薬局新瀬谷〒246-0032 （後発調２）第2666号      平成29年 4月 1日
     瀬薬4008 南台店 横浜市瀬谷区南台１－３－１１
     045-301-2521  (045-301-2522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  951344,010.4 あけぼの薬局　瀬谷店〒246-0032 （後発調２）第3022号      平成30年 1月 1日
     瀬薬4010 横浜市瀬谷区南台２－８－６
     045-306-0361  (045-306-0362)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  952348,081.1 太陽堂薬局 〒246-0031 （後発調２）第1784号      平成28年 4月 1日
     瀬薬81 横浜市瀬谷区瀬谷４－８－１１
     045-303-2050  (045-303-2050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  953348,083.7 センター薬局 〒246-0014 （後発調２）第1785号      平成28年 4月 1日
     瀬薬83 横浜市瀬谷区中央１－１０
     045-304-9790  (045-304-9790)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  954348,087.8 ひらもと相沢薬局 〒246-0013 （後発調２）第1786号      平成28年 4月 1日
     瀬薬87 横浜市瀬谷区相沢７－５８－８
     045-303-9011  (045-303-9011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  955348,093.6 ひらもと中央薬局 〒246-0014 （後発調２）第2353号      平成28年 9月 1日
     瀬薬93 横浜市瀬谷区中央２－３０ライフ
     カワイ１０３
     045-300-1139  (045-300-1139)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  956348,102.5 こだま薬局 〒246-0022 （後発調２）第1940号      平成28年 4月 1日
     瀬薬102 横浜市瀬谷区三ツ境１６－１１
     045-360-7870  (045-360-7040)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  957348,105.8 コンパス薬局　瀬谷 〒246-0037 （後発調２）第1629号      平成28年 4月 1日
     瀬薬105 横浜市瀬谷区橋戸２－３１－３グ
     ランデュールプラザ１Ｆ
     045-306-0656  (045-306-0655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  958348,106.6 大晃堂マーク薬局 〒246-0008 （後発調２）第1653号      平成28年 4月 1日
     瀬薬106 横浜市瀬谷区五貫目町１０－７４
     045-924-1201  (045-924-1202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  959348,107.4 たんぽぽ薬局　三ツ境〒246-0022 （後発調２）第2161号      平成28年 6月 1日
     瀬薬107 店 横浜市瀬谷区三ツ境２１大岡ビル
     １Ｆ
     045-360-7785  (045-360-7786)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  960348,114.0 日本調剤　瀬谷三ツ境〒246-0022 （後発調２）第2029号      平成28年 4月 1日
     瀬薬114 薬局 横浜市瀬谷区三ツ境５－１　第１
     ミユキビル１Ｆ１０１
     045-360-1556  (045-360-1557)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    207

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  961348,115.7 オレンジ薬局 〒246-0026 （後発調２）第2223号      平成28年 7月 1日
     瀬薬115 横浜市瀬谷区阿久和南１－２４－
     ３１
     045-360-7151  (045-360-7150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  962348,119.9 のぞみ薬局 〒246-0022 （後発調２）第1855号      平成28年 4月 1日
     瀬薬119 横浜市瀬谷区三ツ境８－８
     045-744-9282  (045-744-9022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  963348,120.7 ローソンクオール薬局〒246-0022 （後発調２）第2309号      平成28年 8月 1日
     瀬薬120 三ツ境駅前店 横浜市瀬谷区三ツ境５－１４
     045-369-1689  (045-369-1690)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  964348,122.3 さくら薬局　横浜阿久〒246-0023 （後発調２）第2434号      平成28年11月 1日
     瀬薬122 和東店 横浜市瀬谷区阿久和東１－１３－
     １８
     045-391-9383  (045-391-9384)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  965354,002.8 長沼薬局 〒244-0841 （後発調２）第2224号      平成28年 7月 1日
     栄薬4002 横浜市栄区長沼町１８８－１
     045-864-6244  (045-864-9756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  966354,003.6 アップル薬局　港南台〒247-0009 （後発調２）第2354号      平成28年 9月 1日
     栄薬4003 店 横浜市栄区鍛冶ケ谷２－５３－１
     ０－１
     045-435-5601  (045-435-5602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  967354,009.3 くじら薬局公田店 〒247-0005 （後発調２）第2881号      平成29年 9月 1日
     栄薬4009 横浜市栄区桂町６８２　サンセリ
     ーテ１０１
     045-897-3715  (045-897-3707)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  968358,007.3 笠間薬局 〒247-0006 （後発調２）第2162号      平成28年 6月 1日
     栄薬7 横浜市栄区笠間２－３１－７
     045-892-0389  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  969358,016.4 有限会社　天神薬局 〒247-0005 （後発調２）第2225号      平成28年 7月 1日
     栄薬16 横浜市栄区桂町６９７－５
     045-894-6986  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  970358,029.7 かいがら坂薬局 〒244-0842 （後発調２）第1856号      平成28年 4月 1日
     栄薬29 横浜市栄区飯島町１３７４
     045-891-4564  (045-891-4564)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  971358,039.6 クオール薬局　笠間店〒247-0006 （後発調２）第3142号      平成30年 3月 1日
     栄薬39 横浜市栄区笠間５－２９－１０
     045-895-9533  (045-895-9534)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    208

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  972358,045.3 ひかり薬局本郷台店 〒247-0005 （後発調２）第3058号      平成30年 2月 1日
     栄薬45 横浜市栄区桂町２９６－２
     045-891-8808  (045-891-8910)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  973358,063.6 さくら薬局　本郷台店〒247-0005 （後発調２）第2226号      平成28年 7月 1日
     栄薬63 横浜市栄区桂町２７９－１１
     045-891-1671  (045-890-1230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  974358,064.4 なでしこ薬局 〒247-0006 （後発調２）第1789号      平成28年 4月 1日
     栄薬64 横浜市栄区笠間４－１１－５
     045-410-7470  (045-410-7470)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  975358,065.1 そうごう薬局　大船店〒247-0006 （後発調２）第2469号      平成28年12月 1日
     栄薬65 横浜市栄区笠間３－１－１５
     045-890-0321  (045-890-0322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  976364,000.0 さかえ薬局 〒245-0023 （後発調２）第1942号      平成28年 4月 1日
     泉薬4000 横浜市泉区和泉中央南５－２－６
     いずみ中央ビル１Ｆ
     045-410-9190  (045-810-9189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  977364,001.8 スギ薬局　いずみ野駅〒245-0016 （後発調２）第2907号      平成29年11月 1日
     泉薬4001 前店 横浜市泉区和泉町６２１４－１そ
     うてつローゼンいずみ野駅前店内
     045-435-5514  (045-435-5524)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  978364,002.6 いずみ台薬局 〒245-0016 （後発調２）第1857号      平成28年 4月 1日
     泉薬4002 横浜市泉区和泉町７７４３－２
     045-410-7766  (045-410-7966)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  979364,003.4 スギ薬局　新橋町店 〒245-0009 （後発調２）第2812号      平成29年 8月 1日
     泉薬4003 横浜市泉区新橋町６７８－１
     045-443-5038  (045-443-5039)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  980364,009.1 ハックドラッグ山手台〒245-0004 （後発調２）第2811号      平成29年 8月 1日
     泉薬4009 薬局 横浜市泉区領家３－２－４
     045-810-4389  (045-810-4388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  981364,010.9 ハックドラッグ中田薬〒245-0014 （後発調２）第2614号      平成29年 3月 1日
     泉薬4010 局 横浜市泉区中田南３－２－２１
     045-801-8976  (045-801-9068)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  982364,011.7 ココカラファイン薬局〒245-0023 （後発調２）第3059号      平成30年 2月 1日
     泉薬4011 相鉄いずみ中央店 横浜市泉区和泉中央南５－４－１
     ３　相鉄ライフ店内２Ｆ
     045-805-1045  (045-805-1046)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    209

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  983364,013.3 クリエイト薬局相鉄ラ〒245-0008 （後発調２）第3060号      平成30年 2月 1日
     泉薬4013 イフやよい台店 横浜市泉区弥生台１６－１　２Ｆ
     045-815-3123  (045-815-3124)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  984368,038.6 薬樹薬局　いずみ中央〒245-0018 （後発調２）第3061号      平成30年 2月 1日
     泉薬38 横浜市泉区上飯田町９４２－８
     045-804-3839  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  985368,040.2 吉田薬局 〒245-0024 （後発調２）第3062号      平成30年 2月 1日
     泉薬40 横浜市泉区和泉中央北２－１－５
     045-802-0295  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  986368,054.3 十番館薬局　いずみ野〒245-0016 （後発調２）第1858号      平成28年 4月 1日
     泉薬54 店 横浜市泉区和泉町６２０６－２プ
     リモいずみ野１Ｆ
     045-805-4858  (045-805-4858)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  987368,060.0 ことぶき薬局 〒245-0018 （後発調２）第2838号      平成29年 9月 1日
     泉薬60 横浜市泉区上飯田町１２２６－５
     045-800-5017  (045-800-5018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  988368,061.8 みなみ薬局 〒245-0008 （後発調２）第2355号      平成28年 9月 1日
     泉薬61 横浜市泉区弥生台５１－９ＮＫビ
     ル１０１
     045-810-3625  (045-810-3626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  989368,068.3 たてば薬局 〒245-0016 （後発調２）第1943号      平成28年 4月 1日
     泉薬68 横浜市泉区和泉中央南１－１０－
     ３７
     045-801-3878  (045-801-8797)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  990368,073.3 いずみ野　さくら薬局〒245-0016 （後発調２）第3063号      平成30年 2月 1日
     泉薬73 横浜市泉区和泉町６２２４
     045-806-1248  (045-806-1254)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  991368,075.8 中田薬局 〒245-0013 （後発調２）第1630号      平成28年 4月 1日
     泉薬75 横浜市泉区中田東３－１４－１８
     　１Ｆ
     045-315-1093  (045-315-1095)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  992368,076.6 とまと薬局　弥生台店〒245-0008 （後発調２）第2729号      平成29年 6月 1日
     泉薬76 横浜市泉区弥生台２９－１
     045-815-1301  (045-815-1302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    210

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  993368,078.2 サンドラッグ立場薬局〒245-0023 （後発調２）第2839号      平成29年 9月 1日
     泉薬78 横浜市泉区和泉中央南２－２３－
     ２１
     045-805-0127  (045-805-0127)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  994368,080.8 サンドラッグ山手台薬〒245-0004 （後発調２）第2163号      平成28年 6月 1日
     泉薬80 局 横浜市泉区領家２－１１－２
     045-815-2253  (045-815-2253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  995368,083.2 クリエイトエス・ディ〒245-0023 （後発調２）第2999号      平成30年 1月 1日
     泉薬83 ー立場店薬局 横浜市泉区和泉中央南１－３８－
     ９
     045-800-6337  (045-800-6338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  996368,084.0 スギ薬局　泉西が岡店〒245-0006 （後発調２）第3064号      平成30年 2月 1日
     泉薬84 横浜市泉区西が岡１－３－１
     045-810-5331  (045-815-3006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  997368,085.7 ゆたか薬局いちょう店〒245-0018 （後発調２）第2730号      平成29年 6月 1日
     泉薬85 横浜市泉区上飯田町２６７０－３
     ２
     045-802-8115  (045-392-3027)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  998368,089.9 日本調剤　泉山手台薬〒245-0008 （後発調２）第2030号      平成28年 4月 1日
     泉薬89 局 横浜市泉区弥生台２９－１０メル
     ベーユ山手台１Ｆ
     045-810-3811  (045-810-3812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  999368,094.9 横浜緑園薬局 〒245-0009 （後発調２）第3065号      平成30年 2月 1日
     泉薬94 横浜市泉区新橋町５３－５
     045-443-5811  (045-443-5812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1000368,096.4 クリエイト薬局いずみ〒245-0018 （後発調２）第2561号      平成29年 2月 1日
     泉薬96 中央店 横浜市泉区上飯田町２０６０
     045-806-0393  (045-806-0395)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1001374,001.6 かもめ薬局 〒227-0046 （後発調２）第3066号      平成30年 2月 1日
     青薬4001 横浜市青葉区たちばな台２－１－
     ３
     045-961-1006  (045-961-2006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1002374,009.9 さくら薬局　新藤が丘〒227-0043 （後発調２）第2087号      平成28年 5月 1日
     青薬4009 店 横浜市青葉区藤が丘１－２８－９
     045-530-3655  (045-530-3850)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    211

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1003374,010.7 日本調剤　たまプラー〒225-0003 （後発調２）第2031号      平成28年 4月 1日
     青薬4010 ザ薬局 横浜市青葉区新石川２－４－１６
     045-910-3031  (045-910-3032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1004374,011.5 マロン薬局市ケ尾店 〒225-0024 （後発調２）第2731号      平成29年 6月 1日
     青薬4011 横浜市青葉区市ヶ尾町１０７５－
     １
     045-972-6322  (045-972-4866)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1005374,012.3 クリエイト薬局新鴨志〒227-0033 （後発調２）第2732号      平成29年 6月 1日
     青薬4012 田店 横浜市青葉区鴨志田町５０４－８
     045-960-4101  (045-960-4102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1006374,014.9 日本調剤　藤が丘薬局〒227-0043 （後発調２）第2032号      平成28年 4月 1日
     青薬4014 横浜市青葉区藤が丘１－２８－７
     045-973-6602  (045-971-4935)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1007374,019.8 ファーマライズ薬局　〒227-0062 （後発調２）第2356号      平成28年 9月 1日
     青薬4019 青葉台店 横浜市青葉区青葉台１－２９－２
     　
     045-988-5351  (045-988-5352)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1008374,020.6 こどもの国のくすり屋〒227-0038 （後発調２）第2054号      平成28年 4月 1日
     青薬4020 さん 横浜市青葉区奈良４－６－１３
     045-507-7340  (045-507-7341)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1009374,021.4 クリエイト薬局市ヶ尾〒225-0014 （後発調２）第2310号      平成28年 8月 1日
     青薬4021 在宅センター店 横浜市青葉区荏田西１－９－１５
     　２Ｆ
     045-974-3363  (045-532-5826)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1010374,022.2 コスモ薬局　田奈店 〒227-0064 （後発調２）第3000号      平成30年 1月 1日
     青薬4022 横浜市青葉区田奈町１５－４－１
     ０１
     045-530-9635  (045-530-9636)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1011374,023.0 十字堂薬局 〒225-0015 （後発調２）第3001号      平成30年 1月 1日
     青薬4023 横浜市青葉区荏田北３－７－２５
     045-910-0875  (045-910-0876)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1012378,036.8 市ヶ尾ファーマシー 〒225-0024 （後発調２）第2667号      平成29年 4月 1日
     青薬36 横浜市青葉区市ケ尾町１１５６－
     １１
     045-971-0093  (045-974-0189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    212

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1013378,062.4 横浜調剤薬局荏田店 〒225-0013 （後発調２）第1732号      平成28年 4月 1日
     青薬62 横浜市青葉区荏田町４２３－２
     045-911-0719  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1014378,065.7 薬樹薬局　藤が丘 〒227-0043 （後発調２）第1945号      平成28年 4月 1日
     青薬65 横浜市青葉区藤が丘１－２５－１
     シーズレフィネ２５－１Ｆ
     045-972-9473  (045-972-9483)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1015378,081.4 フィットケアデポ荏田〒225-0013 （後発調２）第2841号      平成29年 9月 1日
     青薬81 ２４６店薬局 横浜市青葉区荏田町４２４－３
     045-913-3177  (045-913-3177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1016378,086.3 薬局アキファーマシー〒227-0038 （後発調２）第1654号      平成28年 4月 1日
     青薬86 横浜市青葉区奈良１－１８－１ア
     ゴーラ１０５
     045-962-8000  (045-962-8000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1017378,090.5 ファーマシーフォレス〒225-0002 （後発調２）第3067号      平成30年 2月 1日
     青薬90 ト　たまプラーザ店 横浜市青葉区美しが丘２－２０－
     １９
     045-904-2232  (045-904-2791)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1018378,100.2 有限会社　グリーン調〒225-0011 （後発調２）第2113号      平成28年 6月 1日
     青薬100 剤薬局 横浜市青葉区あざみ野１－８－３
     045-901-7755  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1019378,106.9 青葉緑山薬局 〒227-0036 （後発調２）第3143号      平成30年 3月 1日
     青薬106 横浜市青葉区奈良町２３１８－２
     045-960-1551  (045-960-1552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1020378,119.2 あおぞら薬局 〒225-0024 （後発調２）第1733号      平成28年 4月 1日
     青薬119 横浜市青葉区市ケ尾町１１６７－
     １ラバーブル昌和１階Ｃ
     045-971-3539  (045-971-3633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1021378,122.6 クオール薬局たちばな〒227-0046 （後発調２）第2435号      平成28年11月 1日
     青薬122 台店 横浜市青葉区たちばな台２－７－
     ８
     045-960-6189  (045-960-6289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1022378,129.1 ドリーム薬局田奈店 〒227-0064 （後発調２）第2227号      平成28年 7月 1日
     青薬129 横浜市青葉区田奈町７６－２３
     045-988-5250  (045-988-5251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    213

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1023378,136.6 荏子田ファーマシー 〒225-0005 （後発調２）第2871号      平成29年10月 1日
     青薬136 横浜市青葉区荏子田２－７－１０
     045-903-1212  (045-903-1313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1024378,146.5 セントラル薬局 〒227-0043 （後発調２）第2373号      平成28年10月 1日
     青薬146 横浜市青葉区藤が丘２－２９－１
     ０
     045-971-8497  (045-971-8498)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1025378,149.9 マーガレット薬局 〒227-0038 （後発調２）第1655号      平成28年 4月 1日
     青薬149 横浜市青葉区奈良１－３－３
     045-961-0992  (045-961-0993)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1026378,150.7 サンドラッグ荏子田薬〒225-0005 （後発調２）第2436号      平成28年11月 1日
     青薬150 局 横浜市青葉区荏子田３－２４
     045-909-1620  (045-909-1620)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1027378,153.1 スマイル薬局　藤が丘〒227-0043 （後発調２）第2765号      平成29年 7月 1日
     青薬153 店 横浜市青葉区藤が丘１－２８－１
     ２
     045-972-6821  (045-972-6826)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1028378,165.5 龍生堂薬局　あざみ野〒225-0011 （後発調２）第2951号      平成29年12月 1日
     青薬165 店 横浜市青葉区あざみ野２－３０三
     規庭内（Ｂ－１３区）
     045-909-5673  (045-909-5675)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1029378,170.5 さつき薬局 〒227-0053 （後発調２）第1566号      平成28年 4月 1日
     青薬170 横浜市青葉区さつきが丘４－１０
     －１０２
     045-971-2209  (045-971-2209)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1030378,172.1 さくら薬局　藤が丘店〒227-0043 （後発調２）第2229号      平成28年 7月 1日
     青薬172 横浜市青葉区藤が丘１－２８－１
     ９
     045-974-2900  (045-978-1186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1031378,182.0 クリエイト薬局　青葉〒227-0061 （後発調２）第3068号      平成30年 2月 1日
     青薬182 桜台店 横浜市青葉区桜台３２－５
     045-989-1071  (045-989-1072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1032378,184.6 日本調剤　あざみ野薬〒225-0011 （後発調２）第2033号      平成28年 4月 1日
     青薬184 局 横浜市青葉区あざみ野１－１０－
     ５
     045-905-2712  (045-905-2713)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    214

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1033378,185.3 クリエイト薬局　柿の〒227-0048 （後発調２）第2357号      平成28年 9月 1日
     青薬185 木台店 横浜市青葉区柿の木台４－７ボナ
     ールもえぎ野
     045-979-0650  (045-979-0651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1034378,187.9 そうごう薬局　あざみ〒225-0013 （後発調２）第2393号      平成28年10月 1日
     青薬187 野店 横浜市青葉区荏田町２３４－１ボ
     ナールあざみ野２号室
     045-910-0651  (045-910-0652)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1035378,193.7 あおば台薬局 〒227-0062 （後発調２）第2766号      平成29年 7月 1日
     青薬193 横浜市青葉区青葉台１－２８－１
     アイリッシュ青葉台
     045-986-2808  (045-985-3699)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1036378,194.5 日本調剤　青葉台薬局〒227-0062 （後発調２）第2034号      平成28年 4月 1日
     青薬194 横浜市青葉区青葉台２－１０－１
     045-989-2271  (045-989-2272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1037378,204.2 クリエイト薬局市ヶ尾〒225-0024 （後発調２）第2872号      平成29年10月 1日
     青薬204 店 横浜市青葉区市ケ尾町１１５３－
     ５
     045-978-6380  (045-978-6381)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1038378,206.7 クリエイト薬局青葉台〒227-0062 （後発調２）第3144号      平成30年 3月 1日
     青薬206 二丁目店 横浜市青葉区青葉台２－１１－１
     ８
     045-988-1755  (045-988-1754)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1039378,208.3 サン薬局　あざみ野店〒225-0011 （後発調２）第2311号      平成28年 8月 1日
     青薬208 横浜市青葉区あざみ野２－２－８
     プロスパあざみ野ビル１０２
     045-507-7901  (045-507-7916)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1040384,001.4 オレンジ薬局荏田店 〒224-0007 （後発調２）第1787号      平成28年 4月 1日
     都薬4001 横浜市都筑区荏田南３－２－１３
     サザンクロス１０２
     045-949-3115  (045-949-3118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1041384,002.2 オレンジ薬局北山田店〒224-0021 （後発調２）第1788号      平成28年 4月 1日
     都薬4002 横浜市都筑区北山田１－７－１ソ
     ニックスビル１Ｆ１０２
     045-590-0156  (045-590-0157)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1042384,003.0 わかば薬局ニュータウ〒224-0062 （後発調２）第3069号      平成30年 2月 1日
     都薬4003 ン店 横浜市都筑区葛が谷１０－１０
     045-942-2299  (045-942-2365)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    215

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1043384,005.5 希望薬局 〒224-0033 （後発調２）第2908号      平成29年11月 1日
     都薬4005 横浜市都筑区茅ケ崎東４－７－３
     １
     045-507-8263  (045-507-8763)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1044384,007.1 川和マリン薬局 〒224-0057 （後発調２）第1631号      平成28年 4月 1日
     都薬4007 横浜市都筑区川和町９９５－２
     045-509-1941  (045-509-1942)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1045384,008.9 オアシス薬局 〒224-0001 （後発調２）第2615号      平成29年 3月 1日
     都薬4008 横浜市都筑区中川１－５－１９プ
     ロミネンス１４　１０１
     045-915-9508  (045-915-9508)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1046384,011.3 ハーモニー薬局いけべ〒224-0053 （後発調２）第2394号      平成28年10月 1日
     都薬4011 横浜市都筑区池辺町２４４３－１
     045-507-9888  (045-507-9900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1047384,012.1 たから薬局都筑店 〒224-0021 （後発調２）第2639号      平成29年 4月 1日
     都薬4012 横浜市都筑区北山田２－１７－３
     045-620-8294  (045-620-8295)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1048384,013.9 いづみ調剤薬局 〒224-0007 （後発調２）第1859号      平成28年 4月 1日
     都薬4013 横浜市都筑区荏田南５－７－９
     045-941-8498  (045-941-8299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1049384,015.4 太陽薬局 〒224-0037 （後発調２）第2564号      平成29年 2月 1日
     都薬4015 横浜市都筑区茅ヶ崎南５－１－１
     ０
     045-942-9266  (045-942-9266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1050384,017.0 クオール薬局センター〒224-0032 （後発調２）第2055号      平成28年 4月 1日
     都薬4017 南店 横浜市都筑区茅ケ崎中央５１－１
     ４　ルノンセンター南３Ｆ
     045-330-3000  (045-330-3003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1051384,018.8 なかじま薬局貝の坂店〒224-0057 （後発調２）第2056号      平成28年 4月 1日
     都薬4018 横浜市都筑区川和町１０４
     045-929-1220  (045-929-1335)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1052384,020.4 アイン薬局横浜センタ〒224-0032 （後発調２）第2358号      平成28年 9月 1日
     都薬4020 ー南店 横浜市都筑区茅ケ崎中央６－１　
     サウスウッド２Ｆ
     045-482-6313  (045-482-6314)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    216

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1053384,022.0 ハックドラッグ都筑ふ〒224-0062 （後発調２）第2410号      平成28年 9月 1日
     都薬4022 れあいの丘駅前薬局 横浜市都筑区葛が谷３－４
     045-943-3682  (045-943-3683)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1054384,025.3 アイセイ薬局北山田店〒224-0021 （後発調２）第2416号      平成28年10月 1日
     都薬4025 横浜市都筑区北山田１－９－３　
     １Ｆ
     045-595-2280  (045-595-2281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1055384,026.1 アイセイ薬局ららぽー〒224-0053 （後発調２）第2417号      平成28年10月 1日
     都薬4026 と横浜店 横浜市都筑区池辺町４０３５－１
     045-930-1275  (045-930-1276)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1056384,029.5 ハックドラッグセンタ〒224-0003 （後発調２）第2952号      平成29年12月 1日
     都薬4029 ー北あいたい薬局 横浜市都筑区中川中央１－１－３
     　ショッピングタウンあいたい２
     Ｆ
     045-910-1304  (045-910-1305)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1057384,032.9 ゆり薬局 〒224-0029 （後発調２）第2884号      平成29年10月 1日
     都薬4032 横浜市都筑区南山田２－１８－７
     045-592-0981  (045-592-4981)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1058384,033.7 つづき薬局ボナージュ〒224-0041 （後発調２）第2885号      平成29年10月 1日
     都薬4033 店 横浜市都筑区仲町台５－７－１３
     045-942-2800  (045-942-2827)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1059384,034.5 なかまち薬局 〒224-0041 （後発調２）第2963号      平成29年11月 1日
     都薬4034 横浜市都筑区仲町台１－２－２８
     　ヨコハマパレス１０２
     045-532-9451  (045-532-9452)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1060388,011.9 荏田プラザ薬局 〒224-0007 （後発調２）第2507号      平成29年 1月 1日
     都薬11 横浜市都筑区荏田南５－１－１８
     045-942-3785  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1061388,067.1 クオール薬局港北店 〒224-0032 （後発調２）第3145号      平成30年 3月 1日
     都薬67 横浜市都筑区茅ケ崎中央３６－６
     045-949-5800  (045-949-6001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1062388,078.8 おやまだ薬局 〒224-0024 （後発調２）第2360号      平成28年 9月 1日
     都薬78 横浜市都筑区東山田町１５５０－
     １
     045-595-3466  (045-595-3467)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    217

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1063388,088.7 サニー薬局東山田店 〒224-0024 （後発調２）第2230号      平成28年 7月 1日
     都薬88 横浜市都筑区東山田町２４９－１
     045-590-0323  (045-590-3323)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1064388,095.2 つばさ薬局 〒224-0003 （後発調２）第2733号      平成29年 6月 1日
     都薬95 横浜市都筑区中川中央１－２－１
     045-914-6888  (045-914-6885)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1065388,101.8 中川薬局　都筑店 〒224-0021 （後発調２）第2470号      平成28年12月 1日
     都薬101 横浜市都筑区北山田１－１４－３
     １ティエヌケービルⅡ－１Ｆ
     045-590-6711  (045-590-6712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1066388,109.1 すみれ中央薬局 〒224-0013 （後発調２）第1790号      平成28年 4月 1日
     都薬109 横浜市都筑区すみれが丘６－３７
     045-593-3009  (045-593-3016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1067388,117.4 日本調剤　ふれあいの〒224-0062 （後発調２）第2036号      平成28年 4月 1日
     都薬117 丘薬局 横浜市都筑区葛が谷８－１０　都
     筑ふれあいの丘駅前ビル１階
     045-948-6291  (045-943-1089)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1068388,120.8 二子薬局　葛が谷店 〒224-0062 （後発調２）第2953号      平成29年12月 1日
     都薬120 横浜市都筑区葛が谷１０－３
     045-949-5158  (045-949-5168)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1069388,124.0 あやめ薬局 〒224-0057 （後発調２）第2164号      平成28年 6月 1日
     都薬124 横浜市都筑区川和町１２３６－１
     ガーデンプラザ川和１Ｆ－２
     045-929-1585  (045-929-1586)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1070388,129.9 日本調剤　新ふれあい〒224-0062 （後発調２）第2035号      平成28年 4月 1日
     都薬129 の丘薬局 横浜市都筑区葛が谷１５－３０　
     フォーレストプラザ　１Ｆ
     045-947-1871  (045-947-1872)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1071388,135.6 日本調剤　センター南〒224-0032 （後発調２）第2037号      平成28年 4月 1日
     都薬135 薬局 横浜市都筑区茅ケ崎中央１－１　
     横浜市営地下鉄センター南駅舎内
     ３０３区画
     045-949-2305  (045-949-2306)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1072388,143.0 オレンジ薬局　川和町〒224-0057 （後発調２）第2813号      平成29年 8月 1日
     都薬143 店 横浜市都筑区川和町１２１８－１
     045-929-1005  (045-929-1006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    218

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1073404,003.6 スギ薬局　伊勢原成瀬〒259-1143 （後発調２）第3146号      平成30年 3月 1日
     伊薬4003 店 伊勢原市下糟屋３０２２－１ヨー
     クマート伊勢原成瀬店１Ｆ
     0463-74-6033  (0463-74-6034)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1074404,008.5 リブラ薬局　ひまわり〒259-1131 （後発調２）第2616号      平成29年 3月 1日
     伊薬4008 店 伊勢原市伊勢原２－５－３５
     0463-63-1830  (0463-63-1840)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1075404,009.3 快気堂薬局　上粕屋店〒259-1141 （後発調２）第2874号      平成29年10月 1日
     伊薬4009 伊勢原市上粕屋２２７－８
     0463-97-6003  (0463-97-6072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1076404,010.1 ハックドラッグ伊勢原〒259-1142 （後発調２）第2954号      平成29年12月 1日
     伊薬4010 市役所前薬局 伊勢原市田中３１１－１
     0463-97-3389  (0463-97-3390)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1077408,037.0 ムウ薬局伊勢原店 〒259-1131 （後発調２）第2114号      平成28年 6月 1日
     伊薬37 伊勢原市伊勢原３－１９－２３
     0463-94-8393  (0463-94-8393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1078408,040.4 柴胡会いせはら薬局 〒259-1131 （後発調２）第2232号      平成28年 7月 1日
     伊薬40 伊勢原市伊勢原１－５－５ラ・フ
     ローレ梶山１Ｆ
     0463-91-7822  (0463-91-7825)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1079408,054.5 有限会社　快気堂薬局〒259-1131 （後発調２）第1946号      平成28年 4月 1日
     伊薬54 伊勢原市伊勢原１－１６－４
     0463-95-0234  (0463-95-9599)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1080408,055.2 片町薬局 〒259-1141 （後発調２）第2437号      平成28年11月 1日
     伊薬55 伊勢原市上粕屋４０３－１６
     0463-95-2163  (0463-95-2163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1081408,064.4 中央堂西沼目薬局 〒259-1126 （後発調２）第3002号      平成30年 1月 1日
     伊薬64 伊勢原市沼目３－１１－１９
     0463-90-1693  (0463-96-0463)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1082408,070.1 クリエイト薬局伊勢原〒259-1131 （後発調２）第3003号      平成30年 1月 1日
     伊薬70 一丁目店 伊勢原市伊勢原１－３４－１７
     0463-90-1580  (0463-90-1581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1083408,072.7 みこと薬局 〒259-1133 （後発調２）第2165号      平成28年 6月 1日
     伊薬72 伊勢原市東大竹９９７－６
     0463-79-9410  (0463-79-9411)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    219

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1084414,003.4 クリエイト薬局座間ひ〒252-0003 （後発調２）第3070号      平成30年 2月 1日
     座薬4003 ばりが丘店 座間市ひばりが丘５－１４－２７
     046-266-5025  (046-266-5026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1085414,005.9 あおば薬局座間店 〒252-0021 （後発調２）第2361号      平成28年 9月 1日
     座薬4005 座間市緑ケ丘２－１－１６
     046-283-5701  (046-283-5702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1086418,043.6 相武台ひかり薬局 〒252-0011 （後発調２）第1656号      平成28年 4月 1日
     座薬43 座間市相武台１－２６－２６
     046-256-8305  (046-256-8260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1087418,051.9 なの花薬局　座間店 〒228-0024 （後発調２）第2438号      平成28年11月 1日
     座薬51 座間市入谷５－１８８７－３グリ
     ーンコート座間Ａ
     046-259-4194  (046-259-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1088418,053.5 小俣薬局 〒252-0027 （後発調２）第1697号      平成28年 4月 1日
     座薬53 座間市座間１－３０２８
     046-251-0262  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1089418,054.3 平成薬局 〒252-0024 （後発調２）第2233号      平成28年 7月 1日
     座薬54 座間市入谷５－１７００
     046-252-9988  (046-252-9988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1090418,065.9 つかさ薬局 〒252-0005 （後発調２）第1734号      平成28年 4月 1日
     座薬65 座間市さがみ野３－１－９
     046-253-1200  (046-253-1720)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1091418,073.3 ウエルシア薬局　座間〒252-0003 （後発調２）第2909号      平成29年11月 1日
     座薬73 ひばりが丘店 座間市ひばりが丘４－９－３
     046-298-2430  (046-298-2431)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1092418,074.1 さくら薬局　座間さが〒252-0005 （後発調２）第1947号      平成28年 4月 1日
     座薬74 み野店 座間市さがみ野１－１２－８
     046-298-0277  (046-298-0278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1093418,078.2 日本調剤　相武台前薬〒252-0011 （後発調２）第2040号      平成28年 4月 1日
     座薬78 局 座間市相武台１－３４－１９
     046-266-1225  (046-266-1226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1094418,080.8 かもめ薬局　小田急相〒252-0001 （後発調２）第2089号      平成28年 5月 1日
     座薬80 模原店 座間市相模が丘５－３－１７日神
     パレステージ小田急相模原フロン
     ト１０２
     042-705-6870  (042-705-6871)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    220

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1095418,081.6 中川薬局相模台店 〒252-0001 （後発調２）第2090号      平成28年 5月 1日
     座薬81 座間市相模が丘６－２４－１４
     046-266-1181  (046-254-8177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1096418,082.4 オリーブ薬局 〒252-0011 （後発調２）第2735号      平成29年 6月 1日
     座薬82 座間市相武台３－２７－６１
     046-240-9009  (046-240-8770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1097420,001.0 野崎調剤薬局 〒243-0413 （後発調２）第2091号      平成28年 5月 1日
     海薬1 海老名市国分寺台５－１３－４
     0462-33-2323  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1098420,026.7 ヤマナ薬局 〒243-0401 （後発調２）第1948号      平成28年 4月 1日
     海薬26 海老名市東柏ヶ谷２－１２－４１
     0462-34-5777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1099420,028.3 日本調剤　さがみ野調〒243-0401 （後発調２）第3147号      平成30年 3月 1日
     海薬28 剤薬局 海老名市東柏ヶ谷３－１３－６
     046-234-7431  (046-234-7432)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1100424,001.6 なの花薬局海老名国分〒243-0406 （後発調２）第2038号      平成28年 4月 1日
     海薬4001 店 海老名市国分北１－４－３５
     046-231-0200  (046-231-8338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1101424,002.4 なの花薬局海老名杉久〒243-0410 （後発調２）第2910号      平成29年11月 1日
     海薬4002 保店 海老名市杉久保北４－１３－１６
     046-238-6561  (046-238-6465)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1102424,004.0 あおば薬局海老名本郷〒243-0417 （後発調２）第1791号      平成28年 4月 1日
     海薬4004 店 海老名市本郷２６６６－１
     046-204-7082  (046-204-7083)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1103424,006.5 ひとみ薬局海老名店 〒243-0435 （後発調２）第1698号      平成28年 4月 1日
     海薬4006 海老名市下今泉４－２－１４
     046-236-6022  (046-236-6023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1104424,007.3 フジ薬局今里店 〒243-0423 （後発調２）第1792号      平成28年 4月 1日
     海薬4007 海老名市今里１－１０－１５
     046-244-4846  (046-244-4847)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1105424,010.7 サガミ薬局 〒243-0406 （後発調２）第2736号      平成29年 6月 1日
     海薬4010 海老名市国分北１－３８－１６
     046-232-1234  (046-231-7036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    221

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1106424,012.3 アイン薬局海老名店 〒243-0432 （後発調２）第1861号      平成28年 4月 1日
     海薬4012 海老名市中央１－１３－１ビナウ
     ォーク４番館１Ｆ
     046-292-7031  (046-292-7032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1107424,014.9 ガーデン薬局西口店 〒243-0436 （後発調２）第3004号      平成30年 1月 1日
     海薬4014 海老名市扇町５－８－１０２
     046-240-0201  (046-240-0990)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1108424,015.6 なの花薬局海老名扇町〒243-0436 （後発調２）第2314号      平成28年 8月 1日
     海薬4015 店 海老名市扇町３－６　ＭＡＣセン
     トラルビル１Ｆ
     046-204-9710  (046-204-9715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1109424,016.4 調剤薬局ツルハドラッ〒243-0432 （後発調２）第2617号      平成29年 3月 1日
     海薬4016 グ海老名駅前店 海老名市中央１－４－３１
     046-292-7268  (046-292-7268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1110424,021.4 クリエイト薬局かしわ〒243-0402 （後発調２）第3005号      平成30年 1月 1日
     海薬4021 台駅前店 海老名市柏ケ谷６４０－２　１Ｆ
     046-292-3570  (046-292-3571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1111424,022.2 クリエイト薬局海老名〒243-0433 （後発調２）第3071号      平成30年 2月 1日
     海薬4022 河原口店 海老名市河原口２－８－３０
     046-292-1750  (046-292-1751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1112424,023.0 すずらん薬局さがみ野〒243-0401 （後発調２）第2964号      平成29年11月 1日
     海薬4023 店 海老名市東柏ヶ谷２－８－２８
     046-231-7824  (046-231-7824)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1113428,049.1 あい薬局海老名駅前店〒243-0432 （後発調２）第2875号      平成29年10月 1日
     海薬49 海老名市中央１－８－３－１０１
     046-235-1193  (046-244-4162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1114428,056.6 東柏ヶ谷薬局 〒243-0401 （後発調２）第2260号      平成28年 8月 1日
     海薬56 海老名市東柏ケ谷３－１７－２９
     ペアさがみ野１０１号
     046-235-3114  (046-235-3114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1115428,066.5 さくら薬局　海老名国〒243-0405 （後発調２）第2315号      平成28年 8月 1日
     海薬66 分南店 海老名市国分南３－８－１１
     046-236-5780  (046-236-5781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1116428,067.3 ガーデン薬局 〒243-0406 （後発調２）第2876号      平成29年10月 1日
     海薬67 海老名市国分北２－１５－１４
     046-240-7171  (046-240-7170)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    222

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1117428,069.9 イオン薬局海老名店 〒243-0432 （後発調２）第2767号      平成29年 7月 1日
     海薬69 海老名市中央２－４－１　イオン
     海老名店１Ｆ
     046-232-8818  (046-232-0376)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1118428,077.2 スギ薬局海老名東柏ヶ〒243-0401 （後発調２）第2708号      平成29年 5月 1日
     海薬77 谷店 海老名市東柏ケ谷４－１２－４
     046-204-5251  (046-204-5373)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1119430,020.8 イヌイ薬局 〒250-0105 （後発調２）第1657号      平成28年 4月 1日
     南足薬20 南足柄市関本７６１－１
     0465-74-8805  (0465-73-5766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1120434,002.2 あさひ薬局 〒250-0123 （後発調２）第2092号      平成28年 5月 1日
     南足薬4002 南足柄市中沼５９５－３
     0465-70-4670  (0465-70-4688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1121438,027.5 あおば薬局 〒250-0115 （後発調２）第1735号      平成28年 4月 1日
     南足薬27 南足柄市沼田１１８－４
     0465-32-9940  (0465-32-9940)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1122438,028.3 ひだまり薬局 〒250-0113 （後発調２）第1658号      平成28年 4月 1日
     南足薬28 南足柄市岩原３３０
     0465-27-2555  (0465-27-2556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1123444,000.4 さくら薬局綾瀬深谷店〒252-1107 （後発調２）第3072号      平成30年 2月 1日
     綾薬4000 綾瀬市深谷中１－４－１４
     0467-71-6971  (0467-71-6980)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1124444,002.0 あけぼの薬局　綾瀬店〒252-1113 （後発調２）第1863号      平成28年 4月 1日
     綾薬4002 綾瀬市上土棚中１－１－１４
     0467-70-2700  (0467-70-2705)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1125444,003.8 さくら薬局　ライズモ〒252-1107 （後発調２）第2768号      平成29年 7月 1日
     綾薬4003 ール綾瀬店 綾瀬市深谷中７－１８－２　ライ
     ズモール綾瀬１Ｆ
     0467-53-8131  (0467-53-8135)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1126444,004.6 どんぐり薬局 〒252-1132 （後発調２）第3073号      平成30年 2月 1日
     綾薬4004 綾瀬市寺尾中１－８－８
     046-779-8008  (046-779-8009)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1127448,034.9 あやせ中央薬局 〒252-1108 （後発調２）第2234号      平成28年 7月 1日
     綾薬34 綾瀬市深谷上１－１２－４３
     0467-73-8089  (0467-73-8089)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    223

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1128448,035.6 南山堂薬局　綾瀬店 〒252-1107 （後発調２）第1699号      平成28年 4月 1日
     綾薬35 綾瀬市深谷中１－８－１
     0467-73-8461  (0467-73-8462)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1129448,037.2 アイビス薬局綾瀬店 〒252-1135 （後発調２）第1793号      平成28年 4月 1日
     綾薬37 綾瀬市寺尾釜田１－１－８
     0467-33-5601  (0467-33-5602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1130500,029.4 有限会社　エビス薬局〒210-0833 （後発調２）第1597号      平成28年 4月 1日
     川薬29 川崎市川崎区桜本１－８－９
     044-277-6771  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1131500,032.8 有限会社　シオハマ薬〒210-0851 （後発調２）第1598号      平成28年 4月 1日
     川薬32 局 川崎市川崎区浜町１－２２－１６
     044-333-5903  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1132500,086.4 フジナミ調剤薬局 〒210-0844 （後発調２）第3006号      平成30年 1月 1日
     川薬86 川崎市川崎区渡田新町２－３－６
     044-333-0955  (044-333-0955)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1133500,101.1 株式会社賛共薬局 〒210-0006 （後発調２）第2041号      平成28年 4月 1日
     川薬101 川崎市川崎区砂子２－８－５
     044-200-9383  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1134500,108.6 田中薬局 〒210-0825 （後発調２）第2671号      平成29年 4月 1日
     川薬108 川崎市川崎区出来野８－１６
     044-266-8482  (044-277-5388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1135500,114.4 有限会社ヨシムラ薬局〒210-0851 （後発調２）第2397号      平成28年10月 1日
     川薬114 川崎市川崎区浜町１－７－３
     044-322-3855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1136500,130.0 京町調剤薬局 〒210-0848 （後発調２）第2472号      平成28年12月 1日
     川薬130 川崎市川崎区京町１－９－１０
     044-366-7613  (044-223-6172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1137500,145.8 東門前薬局 〒210-0812 （後発調２）第2473号      平成28年12月 1日
     川薬145 川崎市川崎区東門前１－１３－８
     044-287-2624  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1138500,153.2 日本調剤　川崎調剤薬〒210-0024 （後発調２）第2471号      平成28年12月 1日
     川薬153 局 川崎市川崎区日進町１－６８
     044-246-2925  (044-246-1917)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    224

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1139504,000.1 ロイヤル薬局川崎店 〒210-0012 （後発調２）第3007号      平成30年 1月 1日
     川薬4000 川崎市川崎区宮前町１１－２２ア
     オキガーデンパレス１０１
     044-223-3326  (044-223-3327)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1140504,003.5 エムエム薬局 〒210-0802 （後発調２）第1599号      平成28年 4月 1日
     川薬4003 川崎市川崎区大師駅前１－６－１
     ７
     044-200-4713  (044-200-4716)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1141504,004.3 ランド薬局 〒210-0007 （後発調２）第2709号      平成29年 5月 1日
     川薬4004 川崎市川崎区駅前本町１４－６　
     １Ｆ
     044-201-6272  (044-271-7176)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1142504,005.0 スマイル薬局京町店 〒210-0848 （後発調２）第2166号      平成28年 6月 1日
     川薬4005 川崎市川崎区京町１－９－１１
     044-276-9577  (044-276-9578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1143504,006.8 港町薬局 〒210-0807 （後発調２）第1949号      平成28年 4月 1日
     川薬4006 川崎市川崎区港町５－２－１０１
     044-201-7812  (044-201-7813)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1144504,009.2 ひばり薬局新川橋店 〒210-0015 （後発調２）第3074号      平成30年 2月 1日
     川薬4009 川崎市川崎区南町１６－２２肥後
     屋ビル１０１
     044-272-6396  (044-272-6398)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1145504,011.8 アイン薬局アトレ川崎〒210-0007 （後発調２）第2244号      平成28年 7月 1日
     川薬4011 店 川崎市川崎区駅前本町２６－１ア
     トレ川崎８Ｆ
     044-211-1411  (044-211-1412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1146504,012.6 アイン薬局鋼管通店 〒210-0852 （後発調２）第3148号      平成30年 3月 1日
     川薬4012 川崎市川崎区鋼管通１－２－２
     044-328-7075  (044-328-7097)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1147504,015.9 なかじま薬局 〒210-0806 （後発調２）第2235号      平成28年 7月 1日
     川薬4015 川崎市川崎区中島３－９－１　ロ
     ーランドヒル１Ｆ
     044-222-9445  (044-222-9447)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1148504,016.7 のぞみ薬局川崎大師店〒210-0831 （後発調２）第2640号      平成29年 4月 1日
     川薬4016 川崎市川崎区観音２－８－８
     044-589-8834  (044589-8844)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    225

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1149504,017.5 ファーコス薬局たちば〒210-0806 （後発調２）第2236号      平成28年 7月 1日
     川薬4017 な 川崎市川崎区中島３－６－９　フ
     ルールビル１Ｆ
     044-233-2221  (0120-233-405)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1150504,018.3 大島アルファ薬局 〒210-0834 （後発調２）第2247号      平成28年 5月30日
     川薬4018 川崎市川崎区大島４－４－３
     044-246-1221  (044-246-1222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1151504,020.9 ハックドラッグ大島薬〒210-0835 （後発調２）第2843号      平成29年 9月 1日
     川薬4020 局 川崎市川崎区追分町１６－１　カ
     ルナーザ川崎１Ｆ
     044-328-7022  (044-328-7134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1152504,021.7 アイセイ薬局川崎田町〒210-0822 （後発調２）第2877号      平成29年10月 1日
     川薬4021 店 川崎市川崎区田町１－５－１
     044-280-4823  (044-280-4824)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1153504,022.5 アイセイ薬局八丁畷駅〒210-0022 （後発調２）第2878号      平成29年10月 1日
     川薬4022 前店 川崎市川崎区池田１－６－３
     044-221-5081  (044-221-5082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1154504,024.1 宮前薬局 〒210-0012 （後発調２）第2710号      平成29年 5月 1日
     川薬4024 川崎市川崎区宮前町１１－２２
     044-200-0843  (044-200-0835)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1155504,025.8 境町薬局 〒210-0838 （後発調２）第2781号      平成29年 6月 1日
     川薬4025 川崎市川崎区境町１５－２０－１
     ０１
     044-211-6263  (044-211-6314)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1156504,026.6 ＳＦＣ薬局貝塚店 〒210-0014 （後発調２）第3075号      平成30年 2月 1日
     川薬4026 川崎市川崎区貝塚２－５－１９　
     ハイツ内田１Ｆ
     044-246-4321  (044-246-4322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1157504,027.4 川上薬局 〒210-0014 （後発調２）第3076号      平成30年 2月 1日
     川薬4027 川崎市川崎区貝塚２－５－１３
     044-222-3536  (044-222-3759)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1158508,180.7 こばやし薬局東門前店〒210-0812 （後発調２）第2955号      平成29年12月 1日
     川薬180 川崎市川崎区東門前３－３－２
     044-270-5520  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    226

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1159508,182.3 薬樹薬局　川崎 〒210-0013 （後発調２）第2167号      平成28年 6月 1日
     川薬182 川崎市川崎区新川通１１－８アオ
     キガーデンヒル新川通１Ｆ
     044-200-7125  (044-200-7126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1160508,195.5 新町調剤薬局 〒210-0846 （後発調２）第2769号      平成29年 7月 1日
     川薬195 川崎市川崎区小田１－４－２３
     044-344-4903  (044-344-4903)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1161508,206.0 田辺薬局　川崎大島店〒210-0834 （後発調２）第2565号      平成29年 2月 1日
     川薬206 川崎市川崎区大島５－１０－６
     044-210-3403  (044-210-3404)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1162508,213.6 日本調剤　川崎東薬局〒210-0822 （後発調２）第2043号      平成28年 4月 1日
     川薬213 川崎市川崎区田町２－１０－３７
     044-270-1831  (044-270-2750)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1163508,217.7 日本調剤　川崎中央薬〒210-0013 （後発調２）第2042号      平成28年 4月 1日
     川薬217 局 川崎市川崎区新川通１０－２２
     044-223-3401  (044-223-3404)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1164508,218.5 薬樹薬局　川崎２号店〒210-0838 （後発調２）第2168号      平成28年 6月 1日
     川薬218 川崎市川崎区境町３－４
     044-223-3357  (044-223-2258)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1165508,223.5 鋼管通薬局 〒210-0852 （後発調２）第2363号      平成28年 9月 1日
     川薬223 川崎市川崎区鋼管通１－３－１　
     サンフラワービル１Ｆ
     044-328-8611  (044-328-8623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1166508,224.3 ファーコス薬局　みな〒210-0852 （後発調２）第2770号      平成29年 7月 1日
     川薬224 と 川崎市川崎区鋼管通１－３－１８
     044-328-8133  (044-333-8641)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1167508,226.8 ミキ薬局　川崎田町店〒210-0822 （後発調２）第2815号      平成29年 8月 1日
     川薬226 川崎市川崎区田町２－４－１３－
     ２グロス・ヴュー・スクエア　ア
     ルタイムⅢ
     044-281-2095  (044-281-2097)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1168508,227.6 田辺薬局　鋼管通り店〒210-0852 （後発調２）第2956号      平成29年12月 1日
     川薬227 川崎市川崎区鋼管通１－４－２１
     044-329-0078  (044-329-0075)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1169508,230.0 ひまわり調剤　川中島〒210-0803 （後発調２）第2398号      平成28年10月 1日
     川薬230 薬局 川崎市川崎区川中島１－１２－９
     044-280-1987  (044-280-1986)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    227

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1170508,235.9 渡田向町薬局 〒210-0841 （後発調２）第2816号      平成29年 8月 1日
     川薬235 川崎市川崎区渡田向町１５－７村
     田ビル１Ｆ
     044-223-3791  (044-223-3792)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1171508,237.5 こばやし薬局　池田店〒210-0022 （後発調２）第2957号      平成29年12月 1日
     川薬237 川崎市川崎区池田２－５－２０
     044-355-9810  (044-355-9815)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1172508,238.3 小田薬局 〒210-0846 （後発調２）第1950号      平成28年 4月 1日
     川薬238 川崎市川崎区小田２－１７－１６
     044-333-5445  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1173508,240.9 Ｌロード薬局 〒210-0833 （後発調２）第1600号      平成28年 4月 1日
     川薬240 川崎市川崎区桜本１－９－１４
     044-288-1456  (044-288-1456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1174508,245.8 ひまわり調剤　しょう〒210-0813 （後発調２）第2619号      平成29年 3月 1日
     川薬245 わ町薬局 川崎市川崎区昭和２－１２－１２
     045-299-1850  (045-299-1851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1175508,250.8 ホリウチ薬局 〒210-0007 （後発調２）第3077号      平成30年 2月 1日
     川薬250 川崎市川崎区駅前本町３－６
     044-246-7636  (044-211-2203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1176508,252.4 ひばり薬局川崎店 〒210-0006 （後発調２）第3078号      平成30年 2月 1日
     川薬252 川崎市川崎区砂子２－６－１
     044-201-3801  (044-201-3802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1177508,255.7 日本調剤　川崎駅前薬〒210-0024 （後発調２）第3079号      平成30年 2月 1日
     川薬255 局 川崎市川崎区日進町２８－１
     044-221-2220  (044-200-0453)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1178508,256.5 浜川崎薬局 〒210-0853 （後発調２）第2566号      平成29年 2月 1日
     川薬256 川崎市川崎区田島町２３－１
     044-328-7785  (044-328-7786)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1179508,261.5 フィットケアエクスプ〒210-0007 （後発調２）第3080号      平成30年 2月 1日
     川薬261 レス　川崎ダイス店薬川崎市川崎区駅前本町８川崎ダイ
     局 ス１Ｆ
     044-221-1185  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1180508,263.1 すずの木薬局 〒210-0825 （後発調２）第1736号      平成28年 4月 1日
     川薬263 川崎市川崎区出来野７－１９
     044-201-8246  (044-201-8247)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    228

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1181508,266.4 田辺薬局鋼管通支店 〒210-0852 （後発調２）第2567号      平成29年 2月 1日
     川薬266 川崎市川崎区鋼管通１－４－１
     044-329-1360  (044-329-1361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1182508,267.2 グッドファーマシー川〒210-0014 （後発調２）第2364号      平成28年 9月 1日
     川薬267 崎貝塚店 川崎市川崎区貝塚１－１５－４
     044-200-4661  (044-200-4662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1183508,270.6 クリエイト薬局　川崎〒210-0853 （後発調２）第2316号      平成28年 8月 1日
     川薬270 田島町店 川崎市川崎区田島町１６－１
     044-329-1335  (045-329-1336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1184508,272.2 ひまわり調剤　京町薬〒210-0848 （後発調２）第1737号      平成28年 4月 1日
     川薬272 局 川崎市川崎区京町２－４－６
     044-201-6981  (044-201-6982)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1185508,276.3 大島リーフ薬局 〒210-0834 （後発調２）第1700号      平成28年 4月 1日
     川薬276 川崎市川崎区大島３－１５－１９
     川崎ＭＭビル１Ｆ
     044-201-7033  (044-201-7203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1186508,277.1 ファーコス薬局　川崎〒210-0834 （後発調２）第2399号      平成28年10月 1日
     川薬277 大島 川崎市川崎区大島５－１３－６
     044-200-8232  (044-200-8233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1187508,280.5 川崎すみれ薬局 〒210-0804 （後発調２）第1951号      平成28年 4月 1日
     川薬280 川崎市川崎区藤崎４－２１－１
     044-287-7510  (044-287-9103)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1188508,282.1 川崎薬局 〒210-0833 （後発調２）第1952号      平成28年 4月 1日
     川薬282 川崎市川崎区桜本２－１－３
     044-299-4780  (044-287-6150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1189508,283.9 大師薬局 〒210-0816 （後発調２）第1794号      平成28年 4月 1日
     川薬283 川崎市川崎区大師町６－７
     044-266-5759  (044-266-3228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1190508,284.7 川崎コスモス薬局 〒210-0848 （後発調２）第1795号      平成28年 4月 1日
     川薬284 川崎市川崎区京町２－１６－３エ
     ステ・スクエア川崎京町１０５
     044-355-6395  (044-355-6477)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1191510,065.6 日本調剤　新川崎調剤〒212-0054 （後発調２）第2044号      平成28年 4月 1日
     幸薬65 薬局 川崎市幸区小倉１－１
     044-541-6051  (044-541-6053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    229

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1192510,067.2 上原薬局 〒212-0058 （後発調２）第1659号      平成28年 4月 1日
     幸薬67 川崎市幸区鹿島田２－２４－１３
     044-549-0888  (044-549-0888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1193510,077.1 セントラル調剤薬局 〒212-0022 （後発調２）第2261号      平成28年 8月 1日
     幸薬77 川崎市幸区神明町２丁目７３番地
     044-511-1155  (044-556-3388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1194510,080.5 昭和薬品幸薬局 〒212-0016 （後発調２）第2094号      平成28年 5月 1日
     幸薬80 川崎市幸区南幸町１－１２－３ロ
     ーレルＳＡＩＷＡＩ
     044-555-0134  (044-533-4293)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1195510,085.4 小倉ライフ薬局 〒212-0054 （後発調２）第2169号      平成28年 6月 1日
     幸薬85 川崎市幸区小倉１－３－１４
     044-587-8070  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1196514,001.7 ドラッグセイムス南加〒212-0055 （後発調２）第3149号      平成30年 3月 1日
     幸薬4001 瀬薬局 川崎市幸区南加瀬３－１２－２７
     044-589-0612  (044-589-0613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1197514,003.3 大信薬局南幸町店 〒212-0016 （後発調２）第2771号      平成29年 7月 1日
     幸薬4003 川崎市幸区南幸町２－２１－７
     044-589-3380  (044-589-3381)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1198514,004.1 こばやし薬局本店 〒212-0005 （後発調２）第1797号      平成28年 4月 1日
     幸薬4004 川崎市幸区戸手１－６－２
     044-511-7940  (044-555-2377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1199514,009.0 かもめ薬局川崎矢上店〒212-0056 （後発調２）第2508号      平成29年 1月 1日
     幸薬4009 川崎市幸区矢上１３－５
     044-589-7600  (044-589-7635)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1200514,014.0 くすの木薬局幸店 〒212-0054 （後発調２）第2170号      平成28年 6月 1日
     幸薬4014 川崎市幸区小倉５－５－２３
     044-201-9117  (044-201-9127)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1201514,016.5 ハックドラッグ鹿島田〒212-0027 （後発調２）第2411号      平成28年 9月 1日
     幸薬4016 薬局 川崎市幸区新塚越２０１　サウザ
     ンドモール２Ｆ
     044-542-2297  (044-542-2298)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1202514,017.3 アイセイ薬局川崎小倉〒212-0054 （後発調２）第2418号      平成28年10月 1日
     幸薬4017 店 川崎市幸区小倉５－１９－２３　
     クロスガーデン川崎２０７
     044-580-3307  (044-587-8003)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    230

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1203514,018.1 健ナビ薬樹薬局パーク〒212-0058 （後発調２）第2620号      平成29年 3月 1日
     幸薬4018 タワー新川崎 川崎市幸区鹿島田１－１－５　パ
     ークタワー新川崎１０４
     044-520-3559  (044-520-3560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1204518,091.4 こばやし薬局 〒212-0005 （後発調２）第2711号      平成29年 5月 1日
     幸薬91 川崎市幸区戸手１－９－１７
     044-511-1176  (044-511-1160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1205518,094.8 すこやか薬局 〒212-0016 （後発調２）第2262号      平成28年 8月 1日
     幸薬94 川崎市幸区南幸町１－３３
     044-540-3871  (044-540-3873)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1206518,099.7 カメリア薬局 〒212-0007 （後発調２）第2115号      平成28年 6月 1日
     幸薬99 川崎市幸区河原町１－１４－１１
     ３
     044-556-4293  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1207518,101.1 パーク・ファーマシー〒212-0054 （後発調２）第2095号      平成28年 5月 1日
     幸薬101 川崎市幸区小倉１－１パークシテ
     ィ新川崎Ｆ棟１２１
     044-548-4821  (044-548-4821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1208518,104.5 クオール薬局小倉店 〒212-0054 （後発調２）第2317号      平成28年 8月 1日
     幸薬104 川崎市幸区小倉５－１－２０
     044-580-4389  (044-580-4489)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1209518,133.4 すこやか薬局２号店 〒212-0016 （後発調２）第2263号      平成28年 8月 1日
     幸薬133 川崎市幸区南幸町２－４０－１０
     ２
     044-540-3301  (044-540-3303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1210518,135.9 調剤薬局マツモトキヨ〒212-0032 （後発調２）第2171号      平成28年 6月 1日
     幸薬135 シ　シンカモール店 川崎市幸区新川崎５－２　シンカ
     モール１Ｆ
     044-589-1320  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1211518,138.3 健ナビ薬樹薬局　鹿島〒212-0027 （後発調２）第1953号      平成28年 4月 1日
     幸薬138 田２号店 川崎市幸区新塚越２０１ルリエ新
     川崎２Ｆ
     044-520-8920  (044-520-8921)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1212518,140.9 健ナビ薬樹薬局　鹿島〒212-0027 （後発調２）第2569号      平成29年 2月 1日
     幸薬140 田 川崎市幸区新塚越２０１ルリエ新
     川崎１Ｆ
     044-520-0525  (044-520-0526)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    231

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1213518,143.3 そよかぜ薬局 〒212-0052 （後発調２）第1601号      平成28年 4月 1日
     幸薬143 川崎市幸区古市場１－３４－１１
     044-533-1223  (044-533-4771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1214520,075.3 シノダ薬局 〒211-0045 （後発調２）第3150号      平成30年 3月 1日
     中原薬75 川崎市中原区上新城２－３－１７
     044-788-8133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1215524,008.0 薬局マツモトキヨシ武〒211-0063 （後発調２）第2672号      平成29年 4月 1日
     中原薬4008 蔵小杉駅北口店 川崎市中原区小杉町１－４０３小
     杉ビルディング新館１Ｆ
     044-733-1353  (044-733-1353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1216524,012.2 日本調剤武蔵中原薬局〒211-0041 （後発調２）第2045号      平成28年 4月 1日
     中原薬4012 川崎市中原区下小田中３－３３－
     ７
     044-750-1186  (044-750-1187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1217524,013.0 すずの音薬局 〒211-0011 （後発調２）第2267号      平成28年 8月 1日
     中原薬4013 川崎市中原区下沼部１７０５白井
     ＢＬ１Ｆ　Ｂ号
     044-789-5378  (044-789-5398)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1218524,015.5 ウエルシア薬局川崎平〒211-0015 （後発調２）第3081号      平成30年 2月 1日
     中原薬4015 間店 川崎市中原区北谷町５７－５
     044-542-5071  (044-542-5072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1219524,017.1 なかはら薬局 〒211-0053 （後発調２）第2570号      平成29年 2月 1日
     中原薬4017 川崎市中原区上小田中６－２３－
     １０
     044-299-7982  (044-299-7983)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1220524,023.9 ココカラファイン薬局〒211-0021 （後発調２）第2959号      平成29年12月 1日
     中原薬4023 関東労災病院前店 川崎市中原区木月住吉町２－３１
     　１Ｆ
     044-431-0661  (044-431-0662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1221524,024.7 日本調剤元住吉駅前薬〒211-0025 （後発調２）第2046号      平成28年 4月 1日
     中原薬4024 局 川崎市中原区木月１－２６－１５
     　尾原ビル１Ｆ
     044-431-2131  (044-431-2132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1222524,030.4 つる薬局元住吉店 〒211-0025 （後発調２）第2509号      平成29年 1月 1日
     中原薬4030 川崎市中原区木月１－２８－５
     044-872-8500  (044-872-8510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    232

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1223524,036.1 アイセイ薬局武蔵中原〒211-0041 （後発調２）第2419号      平成28年10月 1日
     中原薬4036 店 川崎市中原区下小田中２－４－２
     ９
     044-766-7600  (044-766-7602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1224524,041.1 たくみ薬局 〒211-0025 （後発調２）第3082号      平成30年 2月 1日
     中原薬4041 川崎市中原区木月２－１２－２２
     044-431-5595  (044-422-1606)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1225524,042.9 ドラセナ薬局 〒211-0006 （後発調２）第3151号      平成30年 3月 1日
     中原薬4042 川崎市中原区丸子通２－４５０－
     ６
     044-322-8061  (044-322-8085)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1226524,043.7 スカイ薬局 〒211-0068 （後発調２）第2965号      平成29年11月 1日
     中原薬4043 川崎市中原区小杉御殿町２－８２
     －１　エムハウスⅢ１Ｆ
     044-739-8092  (044-739-8093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1227528,131.6 日本調剤　武蔵小杉薬〒211-0063 （後発調２）第2047号      平成28年 4月 1日
     中原薬131 局 川崎市中原区小杉町３－４３２－
     １８
     044-711-6465  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1228528,155.5 薬樹薬局　小杉 〒211-0063 （後発調２）第2772号      平成29年 7月 1日
     中原薬155 川崎市中原区小杉町１－５１５コ
     ートコア小杉１Ｆ１０１
     044-739-3231  (044-739-3235)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1229528,158.9 ケン薬局武蔵新城店 〒211-0044 （後発調２）第3152号      平成30年 3月 1日
     中原薬158 川崎市中原区新城１－１７－１７
     044-741-1323  (044-741-1367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1230528,169.6 カリタ薬局　下小田中〒211-0041 （後発調２）第2571号      平成29年 2月 1日
     中原薬169 店 川崎市中原区下小田中６－４－４
     ０
     044-797-5569  (044-797-5569)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1231528,188.6 あけぼの薬局　武蔵中〒211-0041 （後発調２）第3083号      平成30年 2月 1日
     中原薬188 原店 川崎市中原区下小田中２－２－１
     ピアオオタニ１Ｆ
     044-751-0008  (044-751-0046)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1232528,197.7 あけぼの薬局　宮内店〒211-0051 （後発調２）第2096号      平成28年 5月 1日
     中原薬197 川崎市中原区宮内２－１２－２
     044-751-1818  (044-751-1810)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    233

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1233528,198.5 ポピー薬局 〒211-0044 （後発調２）第3084号      平成30年 2月 1日
     中原薬198 川崎市中原区新城５－１－１ウィ
     ステリアＡ１階
     044-798-2116  (044-798-2117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1234528,201.7 フレンド新丸子薬局 〒211-0005 （後発調２）第1701号      平成28年 4月 1日
     中原薬201 川崎市中原区新丸子町７６８－９
     044-733-8151  (044-733-8152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1235528,206.6 なの花薬局　武蔵新城〒211-0045 （後発調２）第2318号      平成28年 8月 1日
     中原薬206 店 川崎市中原区上新城１－２－２８
     　さくらコート１Ｆ
     044-740-5418  (044-740-5417)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1236528,211.6 日本調剤　小杉町薬局〒211-0063 （後発調２）第3153号      平成30年 3月 1日
     中原薬211 川崎市中原区小杉町３－４４１－
     １
     044-738-3381  (044-733-3900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1237528,213.2 かもめ薬局 〒211-0012 （後発調２）第1602号      平成28年 4月 1日
     中原薬213 川崎市中原区中丸子５８９－１１
     Ｍメディカルプラザ１Ｆ
     044-430-0667  (044-430-0668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1238528,236.3 クオール薬局　武蔵小〒211-0011 （後発調２）第2400号      平成28年10月 1日
     中原薬236 杉店 川崎市中原区下沼部１８１０－１
     シティハウス武蔵小杉１Ｆ
     044-433-2131  (044-433-7151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1239528,239.7 日本調剤こすぎ薬局 〒211-0063 （後発調２）第2048号      平成28年 4月 1日
     中原薬239 川崎市中原区小杉町１－５１３
     044-738-3502  (044-738-3503)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1240528,245.4 綱島街道薬局 〒211-0025 （後発調２）第1954号      平成28年 4月 1日
     中原薬245 川崎市中原区木月２－１６－１０
     ベレール元住吉１Ｆ
     044-750-0374  (044-750-0384)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1241528,246.2 薬樹薬局　武蔵新城 〒211-0045 （後発調２）第2097号      平成28年 5月 1日
     中原薬246 川崎市中原区上新城２－１１－２
     ９武蔵新城メディカルビル１Ｆ
     044-741-1044  (044-741-1045)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1242528,249.6 ヒカリ薬局武蔵新城店〒211-0053 （後発調２）第2440号      平成28年11月 1日
     中原薬249 川崎市中原区上小田中２－４２－
     ２２
     044-863-6730  (044-863-6731)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    234

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1243528,250.4 ひばり薬局元住吉店 〒211-0025 （後発調２）第1872号      平成28年 4月 1日
     中原薬250 川崎市中原区木月１－２－２７コ
     ーポ宮田１０２
     044-920-9581  (044-920-9582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1244528,254.6 ポピー薬局武蔵中原店〒211-0053 （後発調２）第3085号      平成30年 2月 1日
     中原薬254 川崎市中原区上小田中５－２－７
     クレシア武蔵中原１Ｆ
     044-920-9669  (044-740-0771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1245528,255.3 ウエルシア薬局武蔵中〒211-0053 （後発調２）第2844号      平成29年 9月 1日
     中原薬255 原店 川崎市中原区上小田中４－２－１
     ビーンズ店内
     044-753-2838  (044-753-2838)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1246530,084.3 二子薬局溝の口店 〒213-0001 （後発調２）第2365号      平成28年 9月 1日
     高津薬84 川崎市高津区溝口１－１１－２６
     044-844-4593  (044-822-2409)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1247534,001.3 久地薬局 〒213-0032 （後発調２）第3008号      平成30年 1月 1日
     高津薬4001 川崎市高津区久地４－１３－１
     044-822-6218  (044-822-6218)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1248534,002.1 セントラル薬局溝の口〒213-0033 （後発調２）第3009号      平成30年 1月 1日
     高津薬4002 不動 川崎市高津区下作延４－２７－１
     ０－１０３
     044-271-7195  (044-271-7196)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1249534,004.7 セントラル薬局溝口宮〒213-0034 （後発調２）第2845号      平成29年 9月 1日
     高津薬4004 の下 川崎市高津区上作延５３９－５
     044-948-6230  (044-948-6238)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1250534,005.4 セントラル薬局梶ヶ谷〒213-0033 （後発調２）第1567号      平成28年 4月 1日
     高津薬4005 川崎市高津区下作延３－２２－１
     044-863-3747  (044-863-3777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1251534,007.0 アイン薬局高津店 〒213-0001 （後発調２）第2319号      平成28年 8月 1日
     高津薬4007 川崎市高津区溝口１－１７－６ラ
     ピスラズリ１Ｆ
     044-299-6600  (044-822-0025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1252534,009.6 新作薬局 〒213-0014 （後発調２）第2474号      平成28年12月 1日
     高津薬4009 川崎市高津区新作４－１１－２３
     044-877-7472  (044-857-1093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    235

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1253534,010.4 くすりサガミ薬局 〒213-0012 （後発調２）第2057号      平成28年 4月 1日
     高津薬4010 川崎市高津区坂戸１－１０－１０
     044-833-9887  (044-833-9887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1254534,011.2 そうごう薬局梶が谷店〒213-0013 （後発調２）第2510号      平成29年 1月 1日
     高津薬4011 川崎市高津区末長１－９－１　ス
     タイリオ梶が谷ＭＡＬＬ５Ｆ
     044-750-8071  (044-750-8072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1255534,013.8 アイセイ薬局溝の口店〒213-0011 （後発調２）第2673号      平成29年 4月 1日
     高津薬4013 川崎市高津区久本３－２－１
     044-813-2767  (044-813-2768)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1256534,016.1 アイン薬局溝口店 〒213-0002 （後発調２）第3154号      平成30年 3月 1日
     高津薬4016 川崎市高津区二子５－１－２　ロ
     ーゼ高津１Ｆ
     044-455-6861  (044-455-6862)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1257534,022.9 わかば薬局新作店 〒213-0014 （後発調２）第3086号      平成30年 2月 1日
     高津薬4022 川崎市高津区新作３－１－４
     044-872-8090  (044-872-8091)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1258538,106.6 わかば薬局高津 〒213-0005 （後発調２）第2738号      平成29年 6月 1日
     高津薬106 川崎市高津区北見方３－１２－１
     エム・Ｋ・ハイム１０４
     044-812-7595  (044-812-7502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1259538,108.2 クリエイト薬局ちとせ〒213-0022 （後発調２）第2773号      平成29年 7月 1日
     高津薬108 店 川崎市高津区千年３０１－１グラ
     ンドコスモ千歳１０１
     044-797-2861  (044-740-7561)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1260538,111.6 あおぞら薬局 〒213-0026 （後発調２）第1702号      平成28年 4月 1日
     高津薬111 川崎市高津区久末１８９３
     044-741-2041  (044-741-2043)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1261538,118.1 ファーコス薬局中央 〒213-0001 （後発調２）第2320号      平成28年 8月 1日
     高津薬118 川崎市高津区溝口１－１６－３
     044-812-1223  (044-844-7172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1262538,129.8 めぐみ薬局溝口相談店〒213-0011 （後発調２）第1660号      平成28年 4月 1日
     高津薬129 川崎市高津区久本１－７－１０
     044-870-8807  (044-870-8878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1263538,136.3 日本調剤　溝口薬局 〒213-0001 （後発調２）第2049号      平成28年 4月 1日
     高津薬136 川崎市高津区溝口４－６－２
     044-850-2883  (044-833-4732)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    236

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1264538,149.6 なのはな薬局 〒213-0027 （後発調２）第1798号      平成28年 4月 1日
     高津薬149 川崎市高津区野川３７７７－３
     044-819-4577  (044-819-4588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1265538,150.4 サンドラッグ溝ノ口薬〒213-0001 （後発調２）第1799号      平成28年 4月 1日
     高津薬150 局 川崎市高津区溝口１－１３－５
     044-833-0811  (044-833-0811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1266538,154.6 ちひろ薬局 〒213-0022 （後発調２）第1703号      平成28年 4月 1日
     高津薬154 川崎市高津区千年２００－４
     044-752-4193  (044-752-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1267538,159.5 ヒロ薬局　溝の口店 〒213-0011 （後発調２）第1873号      平成28年 4月 1日
     高津薬159 川崎市高津区久本３－１４－１ザ
     ・タワーアンドパークス田園都市
     溝の口１Ｆ
     044-820-8205  (044-820-8206)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1268538,161.1 アット薬局　中央店 〒213-0001 （後発調２）第1955号      平成28年 4月 1日
     高津薬161 川崎市高津区溝口１－１７－３
     044-829-6545  (044-822-2240)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1269538,171.0 そうごう薬局　子母口〒213-0023 （後発調２）第3010号      平成30年 1月 1日
     高津薬171 店 川崎市高津区子母口４９７－２
     044-740-1371  (044-740-1372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1270538,172.8 本木薬局高津店 〒213-0002 （後発調２）第2818号      平成29年 8月 1日
     高津薬172 川崎市高津区二子４－４－７高津
     ＴＳビル１Ｆ
     044-850-8484  (044-850-8490)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1271538,174.4 ラ・メール薬局高津店〒213-0002 （後発調２）第2401号      平成28年10月 1日
     高津薬174 川崎市高津区二子１－１１－１７
     パーシモン幸１０１
     044-819-4222  (044-819-4448)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1272538,175.1 子母口みどり薬局 〒213-0023 （後発調２）第1956号      平成28年 4月 1日
     高津薬175 川崎市高津区子母口９７５－１０
     ５
     044-751-7466  (044-751-8407)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1273538,176.9 クスリのナカヤマ薬局〒213-0032 （後発調２）第2441号      平成28年11月 1日
     高津薬176 久地駅前店 川崎市高津区久地４－１２－１川
     辺ビル１０１
     044-822-1213  (044-822-1213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    237

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1274538,177.7 くじら薬局 〒213-0032 （後発調２）第1800号      平成28年 4月 1日
     高津薬177 川崎市高津区久地４－２３－１
     044-820-0331  (044-820-0335)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1275540,002.3 合資会社　手塚薬局 〒214-0014 （後発調２）第1661号      平成28年 4月 1日
     多薬2 川崎市多摩区登戸１８７６
     044-911-2162  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1276540,079.1 有限会社　たま調剤薬〒214-0013 （後発調２）第2239号      平成28年 7月 1日
     多薬79 局 川崎市多摩区登戸新町３６２
     044-922-5668  (044-922-5661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1277540,084.1 有限会社　たま調剤薬〒214-0021 （後発調２）第2172号      平成28年 6月 1日
     多薬84 局宿河原店 川崎市多摩区宿河原４－２１－１
     ８
     044-932-0552  (044-932-0366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1278540,094.0 中野島調剤薬局 〒214-0012 （後発調２）第1603号      平成28年 4月 1日
     多薬94 川崎市多摩区中野島５－１６－３
     ５
     044-933-8060  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1279540,098.1 有限会社　葵調剤薬局〒214-0014 （後発調２）第1568号      平成28年 4月 1日
     多薬98 川崎市多摩区登戸３２００－１
     044-911-3831  (044-911-9849)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1280540,111.2 たま薬局 〒214-0008 （後発調２）第2240号      平成28年 7月 1日
     多薬111 川崎市多摩区菅北浦２－２－２３
     044-944-2391  (044-944-2318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1281544,001.1 矢野調剤薬局メディカ〒214-0003 （後発調２）第2442号      平成28年11月 1日
     多薬4001 ルステーションサイド川崎市多摩区菅稲田堤１－１７－
     稲田堤店 ２８－１０１
     044-948-1081  (044-948-1082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1282544,004.5 ４丁目ＣＳファーマシ〒214-0021 （後発調２）第1604号      平成28年 4月 1日
     多薬4004 ー 川崎市多摩区宿河原４－２４－２
     ２
     044-931-5200  (044-931-5201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1283544,005.2 オレンジ薬局宿河原店〒214-0023 （後発調２）第1801号      平成28年 4月 1日
     多薬4005 川崎市多摩区長尾５－２－２－１
     ０２
     044-930-1125  (044-930-1126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    238

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1284544,008.6 アイン薬局登戸店 〒214-0014 （後発調２）第2322号      平成28年 8月 1日
     多薬4008 川崎市多摩区登戸３４８７－１２
     044-930-1271  (044-930-1272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1285544,009.4 クリエイト薬局マリア〒214-0035 （後発調２）第1957号      平成28年 4月 1日
     多薬4009 ンナ医大前店 川崎市多摩区長沢２－２０－４０
     044-978-3131  (044-978-3130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1286544,011.0 クオール薬局　聖マリ〒214-0035 （後発調２）第3155号      平成30年 3月 1日
     多薬4011 アンナ医大前店 川崎市多摩区長沢２－２０－３１
     044-976-6321  (044-976-6225)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1287544,013.6 ハックドラッグ長沢薬〒214-0035 （後発調２）第2960号      平成29年12月 1日
     多薬4013 局 川崎市多摩区長沢４－１－３
     044-978-2692  (044-978-2693)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1288544,015.1 ひだまり薬局 〒214-0012 （後発調２）第2623号      平成29年 3月 1日
     多薬4015 川崎市多摩区中野島６－２２－１
     ９
     044-455-6177  (044-455-6178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1289544,016.9 ハックドラッグ川崎稲〒214-0001 （後発調２）第2641号      平成29年 4月 1日
     多薬4016 田堤薬局 川崎市多摩区菅５－２－２
     044-949-3871  (044-949-3872)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1290544,017.7 クスリのナカヤマ薬局〒214-0013 （後発調２）第2674号      平成29年 4月 1日
     多薬4017 登戸新町店 川崎市多摩区登戸新町３９５－１
     　トーヨービルⅢ　１Ｆ
     044-922-3881  (044-922-3881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1291544,019.3 クスリのナカヤマ薬局〒214-0014 （後発調２）第2581号      平成29年 1月10日
     多薬4019 登戸駅前店 川崎市多摩区登戸３４０６－６
     044-930-6218  (044-930-6218)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1292544,022.7 ハックドラッグ宿河原〒214-0021 （後発調２）第3011号      平成30年 1月 1日
     多薬4022 薬局 川崎市多摩区宿河原７－１６－５
     044-922-2750  (044-922-2751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1293548,125.4 ひばり調剤薬局 〒214-0001 （後発調２）第1704号      平成28年 4月 1日
     多薬125 川崎市多摩区菅１－４－１４
     044-944-6911  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1294548,133.8 フジ薬局大学病院前店〒214-0035 （後発調２）第2574号      平成29年 2月 1日
     多薬133 川崎市多摩区長沢２－１４－１
     044-975-7283  (044-975-7284)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    239

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1295548,141.1 クスリのナカヤマ薬局〒214-0001 （後発調２）第2323号      平成28年 8月 1日
     多薬141 京王稲田堤駅前店 川崎市多摩区菅４－３－３２
     044-944-9502  (044-944-9410)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1296548,145.2 クスリのナカヤマ薬局〒214-0014 （後発調２）第1958号      平成28年 4月 1日
     多薬145 登戸店 川崎市多摩区登戸３２８７－１サ
     ンネックス峰１Ｆ
     044-934-2053  (044-934-2054)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1297548,146.0 いずみ薬局 〒214-0012 （後発調２）第2402号      平成28年10月 1日
     多薬146 川崎市多摩区中野島４－８－１
     044-930-1727  (044-930-1727)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1298548,152.8 矢野調剤薬局　川崎店〒214-0001 （後発調２）第2775号      平成29年 7月 1日
     多薬152 川崎市多摩区菅１－１－１２
     044-945-3121  (044-945-3121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1299548,163.5 クスリのナカヤマ薬局〒214-0012 （後発調２）第3087号      平成30年 2月 1日
     多薬163 　中野島店 川崎市多摩区中野島６－２６－１
     044-930-1162  (044-930-1162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1300548,172.6 のぼりと井出薬局 〒214-0014 （後発調２）第1738号      平成28年 4月 1日
     多薬172 川崎市多摩区登戸３３８５－１
     044-911-3850  (044-911-3870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1301548,177.5 よみうりランド薬局 〒214-0006 （後発調２）第2324号      平成28年 8月 1日
     多薬177 川崎市多摩区菅仙谷４－１－５
     044-967-4551  (044-967-4552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1302548,179.1 クスリのナカヤマ薬局〒214-0014 （後発調２）第1960号      平成28年 4月 1日
     多薬179 　ガンバ店 川崎市多摩区登戸２６８４－２丸
     栄向ヶ丘ビル１Ｆ
     044-931-2912  (044-931-2911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1303548,181.7 フジ薬局登戸駅ビル店〒214-0014 （後発調２）第3012号      平成30年 1月 1日
     多薬181 川崎市多摩区登戸３４３５
     044-931-0018  (044-931-0019)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1304548,182.5 クローバー薬局 〒214-0014 （後発調２）第2265号      平成28年 8月 1日
     多薬182 川崎市多摩区登戸１８２０
     044-932-5661  (044-932-5667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1305548,191.6 向日葵薬局 〒214-0014 （後発調２）第1569号      平成28年 4月 1日
     多薬191 川崎市多摩区登戸３１６７－８ウ
     ィンドヒル１０１
     044-299-6591  (044-299-6592)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    240

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1306548,194.0 なの花薬局登戸店 〒214-0013 （後発調２）第2050号      平成28年 4月 1日
     多薬194 川崎市多摩区登戸新町３３７
     044-931-6205  (044-931-6206)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1307548,195.7 クスリのナカヤマ薬局〒214-0038 （後発調２）第2675号      平成29年 4月 1日
     多薬195 生田駅南口店 川崎市多摩区生田７－２－１８
     044-900-1726  (044-900-1726)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1308548,196.5 矢野調剤薬局　京王稲〒214-0001 （後発調２）第3156号      平成30年 3月 1日
     多薬196 田堤店 川崎市多摩区菅２－８－２５
     044-944-8018  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1309548,198.1 宿河原フレンド薬局 〒214-0021 （後発調２）第1962号      平成28年 4月 1日
     多薬198 川崎市多摩区宿河原３－３－３
     044-543-9130  (044-911-6850)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1310548,201.3 さくら薬局　川崎長沢〒214-0035 （後発調２）第1963号      平成28年 4月 1日
     多薬201 店 川崎市多摩区長沢２－１４－９
     044-979-1271  (044-979-1272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1311548,202.1 クオール薬局西生田店〒214-0037 （後発調２）第1964号      平成28年 4月 1日
     多薬202 川崎市多摩区西生田５－２７－１
     ５
     044-959-2631  (044-959-2632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1312548,206.2 もみの木薬局 〒214-0014 （後発調２）第1662号      平成28年 4月 1日
     多薬206 川崎市多摩区登戸５３８
     044-455-7866  (044-455-7866)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1313548,209.6 クリエイト薬局川崎登〒214-0014 （後発調２）第2241号      平成28年 7月 1日
     多薬209 戸店 川崎市多摩区登戸５８２
     044-930-0151  (044-930-0152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1314548,210.4 長岡第一薬局 〒214-0021 （後発調２）第2776号      平成29年 7月 1日
     多薬210 川崎市多摩区宿河原４－２５－４
     044-911-3477  (044-933-3375)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1315548,211.2 日本調剤登戸薬局 〒214-0014 （後発調２）第2051号      平成28年 4月 1日
     多薬211 川崎市多摩区登戸３４８７ＡＲＫ
     ＡＤＩＡ　１Ｆ
     044-931-2677  (044-931-2678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1316548,213.8 グッドファーマシー　〒214-0014 （後発調２）第1965号      平成28年 4月 1日
     多薬213 ナカヤマ 川崎市多摩区登戸１８４２Ｍ’ｓ
     　ｃｏｒｅ
     044-931-0910  (044-931-0910)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    241

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1317554,000.0 クリエイト薬局川崎菅〒216-0015 （後発調２）第1966号      平成28年 4月 1日
     宮薬4000 生店 川崎市宮前区菅生２－１－１３
     044-978-3651  (044-978-3652)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1318554,002.6 薬樹薬局宮前平 〒216-0007 （後発調２）第2242号      平成28年 7月 1日
     宮薬4002 川崎市宮前区小台２－６－６宮前
     平メディカルモール１Ｆ
     044-862-6590  (044-862-6591)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1319554,003.4 宮前たいら薬局 〒216-0022 （後発調２）第3013号      平成30年 1月 1日
     宮薬4003 川崎市宮前区平４－４－１リレン
     ト２号室
     044-872-9741  (044-872-9751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1320554,004.2 みらいず薬局 〒216-0033 （後発調２）第2676号      平成29年 4月 1日
     宮薬4004 川崎市宮前区宮崎２－９－３－１
     ０１
     044-982-1234  (044-982-1235)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1321554,009.1 プラザ薬局宮崎台 〒216-0033 （後発調２）第2624号      平成29年 3月 1日
     宮薬4009 川崎市宮前区宮崎１０３－３
     044-888-5855  (044-888-5856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1322554,010.9 クリエイト薬局川崎鷺〒216-0004 （後発調２）第2777号      平成29年 7月 1日
     宮薬4010 沼店 川崎市宮前区鷺沼１－１８－１１
     　ニューウェル１Ｆ
     044-870-1331  (044-870-1332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1323554,012.5 クリエイト薬局宮前土〒216-0005 （後発調２）第2914号      平成29年11月 1日
     宮薬4012 橋店 川崎市宮前区土橋１－２１－１１
     　ビル・ベルディア１Ｆ
     044-870-0231  (044-870-0232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1324554,013.3 パル・鷺沼駅薬局 〒216-0004 （後発調２）第2915号      平成29年11月 1日
     宮薬4013 川崎市宮前区鷺沼３－４－５
     044-750-8745  (044-750-8746)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1325554,014.1 アイセイ薬局鷺沼店 〒216-0003 （後発調２）第3088号      平成30年 2月 1日
     宮薬4014 川崎市宮前区有馬５－１９－７　
     １０２
     044-862-8622  (044-861-6830)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1326554,016.6 クリエイト薬局川崎宮〒216-0005 （後発調２）第3089号      平成30年 2月 1日
     宮薬4016 前区役所前店 川崎市宮前区土橋７－１－３　Ｎ
     ＤＹ　１Ｆ
     044-870-3260  (044-870-3261)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    242

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1327558,017.0 さくら調剤薬局 〒216-0004 （後発調２）第2116号      平成28年 6月 1日
     宮薬17 川崎市宮前区鷺沼１－１２－２
     044-855-5606  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1328558,020.4 有限会社プライマリー〒216-0006 （後発調２）第2642号      平成29年 4月 1日
     宮薬20 ファーマシー 川崎市宮前区宮前平２－１５－２
     044-854-2018  (044-854-2917)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1329558,023.8 村上薬局 〒216-0005 （後発調２）第2266号      平成28年 8月 1日
     宮薬23 川崎市宮前区土橋６－７－３
     044-854-7767  (044-854-7791)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1330558,059.2 ファーコス薬局　かし〒216-0003 （後発調２）第3157号      平成30年 3月 1日
     宮薬59 の木 川崎市宮前区有馬３－１３－５
     044-857-3921  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1331558,062.6 有限会社　松美堂薬局〒216-0007 （後発調２）第2180号      平成28年 7月 1日
     宮薬62 川崎市宮前区小台２－７－１９
     044-854-3893  (044-854-3893)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1332558,064.2 宮前平薬局 〒216-0033 （後発調２）第1739号      平成28年 4月 1日
     宮薬64 川崎市宮前区宮崎６－９－５
     044-861-2232  (044-861-2922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1333558,070.9 ひかり薬局 〒216-0001 （後発調２）第1606号      平成28年 4月 1日
     宮薬70 川崎市宮前区野川３００４－１
     044-740-1366  (044-740-1367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1334558,077.4 薬樹薬局　梶ヶ谷 〒216-0033 （後発調２）第2443号      平成28年11月 1日
     宮薬77 川崎市宮前区宮崎１５３－２
     044-870-5121  (044-870-5122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1335558,079.0 スターファーマシー 〒216-0005 （後発調２）第2181号      平成28年 7月 1日
     宮薬79 川崎市宮前区土橋１－２１－１４
     044-861-1781  (044-861-1782)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1336558,081.6 アルファ薬局 〒216-0002 （後発調２）第2575号      平成29年 2月 1日
     宮薬81 川崎市宮前区東有馬５－２４－１
     044-870-1071  (044-870-1072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1337558,088.1 あいケア薬局野川店 〒216-0001 （後発調２）第2243号      平成28年 7月 1日
     宮薬88 川崎市宮前区野川１２１－１７
     044-589-4678  (044-589-6250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1338558,089.9 阪神調剤薬局　鷺沼店〒216-0003 （後発調２）第1967号      平成28年 4月 1日
     宮薬89 川崎市宮前区有馬４－１７－２２
     044-870-2230  (044-870-2239)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    243

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1339558,093.1 薬樹薬局　馬絹 〒216-0035 （後発調２）第2403号      平成28年10月 1日
     宮薬93 川崎市宮前区馬絹６－２２－１３
     　第２ケーエービル　１Ｆ
     044-853-2300  (044-853-2304)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1340558,096.4 薬樹薬局　宮崎台 〒216-0032 （後発調２）第3090号      平成30年 2月 1日
     宮薬96 川崎市宮前区神木２－２－１宮崎
     台メディカルプラザＡ棟１階
     044-860-2760  (044-860-2761)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1341558,100.4 スギ薬局　たいら店 〒216-0022 （後発調２）第2511号      平成29年 1月 1日
     宮薬100 川崎市宮前区平２－４－３８　そ
     うてつローゼンたいら店　１階
     044-870-9131  (044-856-5355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1342558,101.2 クリエイトエス・ディ〒216-0001 （後発調２）第2512号      平成29年 1月 1日
     宮薬101 ー　川崎野川店薬局 川崎市宮前区野川２９０５－１
     044-740-5525  (044-740-5526)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1343558,103.8 えがお薬局　宮前店 〒216-0024 （後発調２）第2643号      平成29年 4月 1日
     宮薬103 川崎市宮前区南平台３－１８
     044-978-5528  (044-978-5528)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1344558,104.6 日本調剤　宮崎台薬局〒216-0033 （後発調２）第2677号      平成29年 4月 1日
     宮薬104 川崎市宮前区宮崎２－１０－３さ
     くら坂ビル１Ｆ
     044-862-8573  (044-862-8574)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1345558,111.1 パル薬局菅生店 〒216-0015 （後発調２）第3091号      平成30年 2月 1日
     宮薬111 川崎市宮前区菅生４－１－２８
     044-863-7988  (044-863-7990)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1346564,000.8 栗木台薬局 〒215-0032 （後発調２）第2444号      平成28年11月 1日
     麻薬4000 川崎市麻生区栗木台１－２－４
     044-981-0345  (044-981-0346)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1347564,004.0 かもめ薬局柿生店 〒215-0021 （後発調２）第2513号      平成29年 1月 1日
     麻薬4004 川崎市麻生区上麻生５－４０－３
     044-981-3730  (044-981-3731)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1348564,005.7 フジ薬局新百合山手通〒215-0004 （後発調２）第2173号      平成28年 5月 6日
     麻薬4005 り店 川崎市麻生区万福寺６－７－２　
     メディカルモリノビル１Ｆ
     044-712-8153  (044-969-7573)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    244

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1349564,008.1 ハックドラッグ万福寺〒215-0004 （後発調２）第2961号      平成29年12月 1日
     麻薬4008 薬局 川崎市麻生区万福寺３－１－２　
     Ｏｄａｋｙｕ　ＯＸ　万福寺店２
     Ｆ
     044-959-0612  (044-959-0665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1350564,010.7 ハックドラッグ川崎柿〒215-0021 （後発調２）第3014号      平成30年 1月 1日
     麻薬4010 生薬局 川崎市麻生区上麻生５－４１－１
     044-980-8030  (044-980-8031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1351564,011.5 ほそやま薬局 〒215-0001 （後発調２）第2739号      平成29年 6月 1日
     麻薬4011 川崎市麻生区細山２－４－６
     044-455-6580  (044-455-6581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1352568,062.4 山口台薬局 〒215-0013 （後発調２）第2644号      平成29年 4月 1日
     麻薬62 川崎市麻生区王禅寺西５－２－１
     ７
     044-959-2578  (044-959-2579)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1353568,063.2 クオール薬局白山店 〒215-0014 （後発調２）第2576号      平成29年 2月 1日
     麻薬63 川崎市麻生区白山４－１－１－１
     ２２
     044-989-6841  (044-989-6852)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1354568,085.5 あおば薬局 〒215-0021 （後発調２）第1607号      平成28年 4月 1日
     麻薬85 川崎市麻生区上麻生６－３９－３
     ６Ｂ号
     044-981-4330  (044-981-4331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1355568,092.1 クリエイトエス・ディ〒215-0022 （後発調２）第3092号      平成30年 2月 1日
     麻薬92 ー川崎下麻生店薬局 川崎市麻生区下麻生３－２５－１
     ８
     044-980-0415  (044-980-0418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1356568,097.0 ななほし薬局　王禅寺〒215-0017 （後発調２）第2514号      平成29年 1月 1日
     麻薬97 店 川崎市麻生区王禅寺西４－２－１
     ２フォートレス王禅寺　１Ｆ
     044-322-0580  (044-322-0581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1357568,100.2 なの花薬局　新百合ヶ〒215-0021 （後発調２）第2052号      平成28年 4月 1日
     麻薬100 丘店 川崎市麻生区上麻生１－５－２－
     ４Ｆ
     044-959-3109  (044-959-3108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    245

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1358568,105.1 川崎あさお薬局 〒215-0022 （後発調２）第3158号      平成30年 3月 1日
     麻薬105 川崎市麻生区下麻生３－２１－１
     ０十字屋柿生店１－Ｂ
     044-543-9783  (044-543-9784)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


